
 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
番号制度
常～取扱説明書
常～パッケージシステム導入検討資料
保守点検報告書
事務引継書
イントラネット用パソコンの運用に関する協議・届出
常～新グループウエア関係資料
事故報告書
庁内通知　(４月～９月）
文部科学省・都・特別区等調査回答
防災関係通知・調査回答
庁内通知　(１０月～３月）
庁内各種調査回答
情報課通知・調査回答
教育委員会通知
教育委員会調査回答
企画経営部通知
行政財産目的外利用
常～ＢＣＰ
企画経営部調査回答
行政手続き見直し
立案請求
常～文書関係通知
継～文書事務の手引き
イントラネット運用
継～行政不服審査法に基づく教示制度
継～行政手続き条例調査
継～行政手続き条例手引き
継～ＬＧＷＡＮ電子文書交換システム
継～政策法務
継～ファイル基準表（平成１７年度）
継～ファイル基準表（平成１８年度）
継～ファイル基準表（平成７年度）
継～ファイル基準表（平成１６年度）
継～ファイル基準表（平成１５年度）
継～ファイル基準表（平成１４年度）
継～ファイル基準表（平成１３年度）
継～ファイル基準表（平成１２年度）
継～ファイル基準表（平成１１年度）
継～ファイル基準表（平成１０年度）
継～ファイリングシステムの手引き
ファイリングシステム通知・調査回答
常～保存箱引継票
継～ファイル基準表（平成８年度）
継～長期保存文書ファイル基準表
継～ファイル基準表（平成９年度）
郵便物通知・調査回答
継～料金後納郵便差出票
常～公文書公開請求
常～捜査関係事項照会
自己情報の資料複写に係る歳入調定
常～情報セキュリティ
開示請求
継～個人情報ファイル記録票
常～捜査関係事項照会
継～個人情報業務登録届書（特別支援担当）
継～個人情報業務登録届書（保健給食係）
継～個人情報保護制度
継～公文書公開条例・個人情報保護条例解釈運用基準
継～自己情報の提供
継～情報公開
継～情報公開事務の手引き
継～情報公開制度
常～警察署からの捜査事項照会対応
継～標準処理期間一覧・審査基準等
常～個人情報登録届出書
常～区立学校個人情報保護制度
継～個人情報業務登録届書（学事係）
非常勤職員任用（学校運営課）
臨時職員雇用・支出等
非常勤（学校情報化推進担当）
非常勤職員の職の変更・廃止申請
個人番号取得事務管理簿（雇用事務用）
事務分担表
人事異動通知
人事課収受押印済個人番号提供カード専用封筒
人事通知・調査回答
組織・定数
継～部局別非常勤職員取扱要綱
会計年度任用職員
常～学務課非常勤職員取扱要領
非常勤職員出勤簿
常～子の看護休暇確認票
飲食届

学校運営課 庶務 庶務全般

通知・調査回答

文書 文書全般

ファイリング事務

郵便

公文書公開

人事・給与 人事

服務
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
産休代替職員賃金支出
臨時職員雇用（保健給食・健康係）
継～服務事務手引き
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
継～服務関係通知
各種休暇申請
科目別内訳書（非常勤報酬）
科目別内訳書（非常勤共済費）
科目別内訳書（職員）
支出命令書等
科目別内訳書（非常勤旅費）
継～旅費事務の手引き
継～通勤手当認定経路
継～給与事務の手引き
旅費仕訳書
旅行命令簿
時間外勤務仕訳書（学校運営課）
給与関係通知・調査回答
公務災害
福利･互助
被服貸与
研修生推薦書類
継～ＶＤＴ労働衛生専門部会調査報告
健康管理
安全衛生委員会
通勤災害
研修案内
会計課通知・調査回答
備品管理
常～会計管理室金庫使用申請
契約依頼書等（学校運営一般管理）
継～目黒区財務情報システム
令和２年度当初予算見積書
令和２年度当初予算復活要求
補正１号（平成３１年度）
補正２号（平成３１年度）
令和２年度当初予算
常～２３年度予算編成に係る部局枠既定経費見直し調査
要求事項説明書（令和２年度）
予算通知・調査回答
常～予算要望書（関係諸団体）
補正３号（令和２年度）
常～予算要望書（校長会）
予算特別委員会資料
執行委任・予算流用・予備費充用
予算学校配付（１０～３月）
予算学校配付（４～９月）
予算執行計画
予算執行通知
収支予定表
予算配当通知
監査資料
決算資料
会計検査院実地検査
主要な施策の成果
決算・監査通知・調査回答
継～外部監査制度
情報公開・個人情報審議会
政策決定会議資料（１月～３月）
政策決定会議資料（４月～７月）
政策決定会議資料（８月～１２月）
継～政策会議等への付議
教育施策説明会資料
庶務担当課長会（１０～３月）
庶務担当課長会（４～９月）
新補・転補研修会資料
常～区民の声
継～区報等原稿・校正提出方法
Ｍｏｎｔｈlｙ　Ｍｅｇｕｒｏ
めぐろ区報
常～インターネットホームページ
メールに対する回答
広報（目黒リビングガイド：外国語便利帳）通知・調査回答
区民の声公聴だより
広報関係通知・調査回答
常～情報課調査
常～庁内調査・回答

マイナンバー制度 常～マイナンバー制度対応検討会
マイナンバー総合運用 常～マイナンバー制度

システム利用申請
常～団体内統合宛名番号管理表
常～特定個人情報保護評価

学校運営課

人事・給与

服務

給与

研修・福利厚生

財務会計 財務会計全般

予算編成

予算執行

決算・監査

学校運営課共通 課長会・会議等資料

広報・公聴

マイナンバー総合運用テ
スト

マイナンバーによる情報
照会事務
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～実施計画の改定（平成１３～１７年度）
継～温暖化対策地域推進計画
継～リサイクル推進計画
継～インフルエンザ行動計画
健康めぐろ２１改定
保健医療計画改定（２６年度）
障害者行動計画改定（２６年度）
常～子ども総合計画
常～地域福祉計画
常～　基本計画（庶務）
継～次世代育成支援計画
継～障害者行動計画
実施計画改訂（平成２２年～２６年）
実施計画改定
めぐろ子どもスマイルプラン
継～母子保健計画
継～保健医療福祉計画
継～都市計画マスタープラン
継～長期修繕計画
継～男女協働推進計画
継～生涯学習実施推進計画
継～新行革計画
継～行財政改革大綱
継～行財政改革委員会提言
継～会議の改善マニュアル
行財政改革
継～財政の現状と見通し
常～第二次行財政改革大綱年次別推進プラン（案）
継～目黒区環境基本方針
継～新エコアクションプログラムめぐろ
継～環境物品等の調達方針
エコアクションプログラムめぐろ
常～「めぐろ エコ・プラン」（目黒地球温暖化対策推進実行計画）
継～区議会代表質問・一般質問（９～１３）
継～教育長引書資料
継～教育委員会教育目標・基本方針
継～学務課長事務引書
継～学校長に対する財務権限委譲
継～学校の資金前渡の特例運用
継～めぐろ学校教育プラン
文教委員会資料
初中教育ニュース
合同校長会等資料
教育委員会資料（９月）
教育委員会資料（７月～８月）
教育委員会資料（１２月～）
教育委員会資料（１０月～１１月）
継～様式集使用マニュアル
継～小中学校・幼稚園の名称変更
継～区議会代表質問・一般質問（１４～）
継～区立学校施設使用申請
区議会代表質問・一般質問（１５～１７）
区議会代表質問・一般質問（１８～２０）
文教委員会資料
区議会代表質問・一般質問（９～１４）
区議会代表質問・一般質問（２１～
継～改正学校教育費標準システム
特別区学務課長会資料
教育に関する調べ（調査）
継～特別区学務課長会学校運営標準検討会
継～学校財務事務検討会報告
継～教育課程外教育検討委員会
継～教育改革プログラム
継～中央教育審議会資料
継～分権対応条例・規則の手引き
継～「空き教室」活用基準検討部会
継～３０人学級実現要望書
継～学校環境取組関連資料
継～学校教育法開発推進委員会
学校・幼稚園行事日程表
幼稚園だより
中学校だより
小学校だより
継～地域防災計画
継～遠隔施設との情報伝達資料
継～国・東京都資料
継～災害応急対策（学用品の支給）
継～災害時優先電話
継～阪神・淡路大震災と神戸の学校
継～災対避難所運営部マニュアル
継～学校防災マニュアル
継～避難所等衛生管理マニュアル
継～避難所運営訓練マニュアル
継～保護者負担調査報告（Ｓ５８～６３）

学校運営課

基本計画 基本計画

行財政改革

ＩＳＯ１４００１

教育委員会 教育委員会

区議会

学務課長会

学務検討課題

学校共通 学校・幼稚園だより

学校防災

防災マニュアル

保護者負担調査 保護者負担調査
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
保護者負担調査説明書
継～私費問題検討委員会報告書
継～保護者負担調査報告（Ｈ８～）
継～保護者負担調査報告（アンケート調査）
常　平成２１年度保護者負担調査報告（平成２０会計年度分）
常～平成２０年度保護者負担調査報告（平成１９会計年度分）
保護者負担調査
継～保護者負担調査報告（Ｈ元～７）
保護者負担調査（原町～中根）
保護者負担調査（宮前～東山、幼稚園）
保護者負担調査（一中～八中）
保護者負担調査　調査票写
保護者負担調査（油面～五本木）
保護者負担調査（八雲～中目黒）
保護者負担調査（七中～大鳥中）
保護者負担調査（鷹番～緑ヶ丘）

就学相談（続） 就・転学相談結果 就・転学相談票（都立特別支援学校）
継～生活科所要経費調査資料
常～学校備品事故報告書
継～児童・生徒の机・椅子の寄贈
継～指導要録の保管場所
継～学校開放に伴う修理
継～学校運営標準システム
継～学校運営事務手引き
継～アスベスト調査結果
継～アスベスト対応Ｑ＆Ａ手引き
調査・回答
国・都からの通知
東山小学校改築・初度備品・引越し等（２９年度）
継～食糧費キャンセル料の取扱い
常　旧四中跡地管理
常～教材・教具の整備基準
常　東京都への学校設置及び廃止届け
継～東山小学校校舎改築
継～標準服調査・回答
常　熱中症対策
工事費（留守番応答装置）
継～文部省標準教材品目
継～学校配付要望
継～義務教育費・経費負担のあり方
継～校長会との確認事項
科目更正・振替命令
継～予算説明資料
調査・回答
図書購入費
常～学校図書館図書購入経費調査
常～学校図書館図書標準
常～図書の寄贈に関する覚書・寄付物件受入れ
寄贈希望図書リスト
継～学校図書館の現状調査
継～学校図書館蔵書整理
校長交際費の支出（清算）（４～６月）
常～校長交際費基準・手引き
校長交際費前渡金請求書
校長交際費通知（回答）
校長交際費の支出（清算）（１～３月）
校長交際費の支出（清算）（１０～１２月）
校長交際費の支出（清算）（７～９月）
継～防犯カメラ設置図
継～防犯カメラ設置資料
継～防犯カメラ機器
継～防犯カメラ運用基準
継～学校防犯用品
非常通報装置（学校１１０番）整備
通学路防犯カメラ維持管理費
捜査関係事項照会書
常～非常通報装置（学校１１０番）借上げ
常～学校防犯カメラ都補助金申請
常～学校防犯カメラ整備　２７年度
防犯カメラ道路占用許可申請・公共物使用許可申請
常　通学路防犯カメラ
契約関係書類
通知関係書類
常～ガス業務用季節別契約
常～ガス料金一括請求サービス
常～光熱水費に係るトラブル
常～業務用地区熱調整契約
常～光熱水費参考資料
電力売買契約
光熱水費調査回答
継～給水制限・節水通知
継～光熱水費使用量等削減
継～水道料金減水量申告
継～目的外使用許可光熱水費資料

学校運営課

保護者負担調査 保護者負担調査

調査表

学校運営 学校運営全般

学校運営予算

学校図書

校長交際費

学校防犯

常～中学校発足７０周年
記念式典

維持管理 光熱水費
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
白灯油等購入
継～学校開放・地区プール費用負担
継～公共料金自動振替制度
継～公共料金実績表
公共料金支出処理
常～公共料金自動振替口座申請書等
公共料金振替収支起案
公共料金請求書等
公共料金客番確認票
プール用水道開閉栓依頼
公共料金科目明細書
公共料金客番予算変更入力票
公共料金事業内訳表（種類別）
公共料金通知
公共料金領収書
継～消火栓ホース
継～消火器購入（地区プール）
継～中学校吹奏楽器点検資料
継～消防用設備点検報告制度
継～ガスＦＦ温風暖房機設置状況
継～各種委託資料
継～非常通報体制導入
継～各学校・幼稚園平面図
継～消火器設置状況
中学校技術科機械類点検報告書
寝具乾燥消毒委託
ガスＦＦ温風暖房機点検報告書
防犯カメラ
非常通報装置保守点検委託
電話機
中学校技術科機械類点検委託
学校設備
ガスＦＦ温風暖房機点検委託
非常通報装置保守点検報告書
ガスＦＦ温風暖房機撤去委託
継～産業廃棄物搬入申請・承認
継～産業廃棄物受入基準
継～学校の廃棄物再利用・資源化
継～ごみ焼却炉
継～小・中学校焼却炉状況
継～廃棄物処理等業者
継～古紙回収実績表
継～廃棄物処理実績表
動物死体処理
廃棄物処理経費支出
家電リサイクル券
ごみ排出記録簿（１～３月分）
ごみ排出記録簿（１０～１２月分）
ごみ排出記録簿（４～６月分）
ごみ排出記録簿（７～９月分）
粗大ごみ回収委託・支出
家電回収・支出
廃棄物処理委託（家電リサイクル法対象機器廃棄調査）
廃棄物処理委託
古紙回収明細
常～古紙回収資料
古紙売却収入契約依頼
古紙売却歳入起案
古紙回収経費支出
継～調査結果
廃棄物処理委託施設別仕様書調査
事業用大規模建築物再利用計画書
産業廃棄物管理票交付等状況報告書
継～廃棄物処理委託施設別仕様書原稿
常～廃棄物処理委託施設別仕様書原稿
継～生ごみ処理機
継～事業系廃棄物有料化
継～事業系廃棄物資料
継～家電リサイクル法資料
継～マニフェスト伝票
継～ごみ減量・リサイクル推進マニュアル(都教育委員会）
継～机・いす資料
机・いす購入・有効利用
防火管理者テキスト代
雑誌等購読（年間契約）
学童擁護用横断旗
継～副読本印刷物見本
一般需用費・購入（財務書類）
常～周年行事資料
一般需用費・印刷（財務書類）
常　中学校発足７０周年記念式典
学校案内パンフレット作成
諸用紙印刷・配付
継～周年行事資料

学校運営課

維持管理 光熱水費

公共料金

一般需用費・備品購入費

委託資料

委託料

廃棄物処理・資源化 全般

実績

廃棄物処理委託

古紙回収

調査・計画書

廃棄・資源化資料

一般運営 一般需用費（購入）

一般需用費（印刷）
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～諸用紙印刷原稿
継～卒業証書様式
継～中学校６０周年記念式典
継～中学校案内パンフレット・学校要覧資料
一般需用費（修理）　契約関係書類
机天板修理
黒板張り替え等
継～巡回時計資料
ピアノ調律
継～黒板張り替え等資料
自転車定期点検整備
学校用郵便切手
国際電話使用
学校用郵便切手請求書
継～ＮＨＫ受信料調査
継～ＮＨＫ受信料免除申請
継～ＮＴＴ信号監視情報登録（機械警備用）
継～学校使用電話番号
継～学校徴収金
継～学校電話資料（ＮＴＴより）
電話料金支出処理
継～教育会・教職員互助会の電話設置
継～飼育動物資料
継～電話料金資料
継～郵便切手学校別実績
常～学校飼育動物資料
ＮＨＫ受信料調査
学校飼育動物医療費
学校用郵便切手支出
手数料
物品運搬契約
トラック借上げ
継～校地賃料（敷地図）
会場使用料
遠足見学料
卒業アルバム代補助
中学校分担金支出
小学校分担金支出
継～分担金予算計上資料（平成１９年度当初）
継～分担金予算計上資料（平成１８年度当初）
継～卒業アルバム資料
中学校分担金資料
小学校分担金資料
継～ピアノ現況調査
継～ブラスバンド楽器
継～プールクリーナー
継～学校用家具の手引き（文部省）
継～技術科機械
継～自動床洗浄機
継～陶芸釜
学童保育クラブ関連備品購入
陶芸窯購入
常～経年劣化備品等買換え方針、経年劣化備品等購入計画
学校備品購入（契約関係書類）
常～放射線測定器購入・校正
継～ピアノ・オルガン
備品処理一覧
物品所属換調書（物品所属換通知書）【学校備品】
備品管理
冷水機
放射線測定器校正証明書（Ｂグループ）
常～電話機・インターホン（内線電話）整備状況
大鳥中学校初度備品等購入（契約関係書類）
放射線測定器校正証明書（Ａグループ）
常～プロジェクター・電子黒板
常～テレビ・レコーダー
契約・支出
常～地上デジタル放送対応機器整備方針
通知・調査
常～ワイヤレス放送機器
常～ビデオプロジェクター
常～テレビ
常～VTR
常～校内放送機
継～電子複写機
継～ワープロ
継～リソグラフ
継～ファクシミリ
継～ビジネスホン（平成９年～）
継～ビジネスホン（昭和６２年工事資料）
継～ビジネスホン（購入準備、平成１６年～）
継～シュレッター
ビジネスホン更新
常～巡回時計

学校運営課

一般運営

一般需用費（印刷）

一般需用費（修理）

役務費

使用賃借

分担金

備品（全般）

備品（放送機器）

備品（事務用品）
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～目黒中央中学校加湿器の貸し出し
継～ガスFF暖房機
継～消火栓ホース
継～石油ストーブ
継～耐火金庫
継～湯沸器
継～備品現状写真
継～舞台幕
継～複製絵画

備品（統合による有効活
用等）

常～旧第四中学校物品管理

その他委託料
学級増に伴う対応
旧第三中学校記念碑
学校図書フィルムコーティング等整備委託

補償金 学校行事キャンセル料
グリーンアクションプログラム財務書類
常～学校版めぐろグリーンアクションプログラム　事例集
学校版めぐろグリーンアクションプログラム　実施報告
学校版めぐろグリーンアクションプログラム　実地審査
常～学校版めぐろグリーンアクションプログラム　要領
学校版めぐろグリーンアクションプログラム　表彰審査委員会
学校版めぐろグリーンアクションプログラム　審査員推薦
学校版めぐろグリーンアクションプログラム　登録
常～学校版めぐろグリーンアクションプログラム　要領
学校版めぐろグリーンアクションプログラム　表彰
常～私用電話料取扱要綱
私用電話料調定収入通知書
私用電話料納入済通知
私用電話料の取扱い
私用電話料報告書（１０～１２月）
私用電話料報告書（４～６月）
私用電話料報告書（１～３月）
私用電話料報告書（７～９月）
理科教育振興費国庫補助金
東京都公立学校防犯設備整備補助金
新しい学校づくり重点支援事業補助金（東京都）
理科教育備品の購入
理振台帳総括表（写）
八中大気測定局の電気料の歳入
東山小学校校舎改築工事に係る電気料の歳入
五本木小目教組等光熱水費の歳入
区政資料複写収入
学校運営課長口座に係る預金利子収入
各種過年度返還金
印刷物広告料収入
田道小航空機騒音測定局の電気料の歳入
学校備品等整備寄付金の歳入
ホームページ新規・更新（ふるさと納税）
学校備品等整備寄付金全般
常～就学援助費支給要綱
継～審査請求
就学援助の問い合わせに対する回答
継～就学援助事務処理要領
継～就学援助費制度解説
継～就学援助費不正受給
常～就学援助費事務処理要領
継～他自治体就学援助等制度資料
継～就学援助認定倍率見直し
継～医療券検討（子育て小中学生の医療費助成制度導入にあたり）
継～就学援助認定基準(家賃)の見直し
継～就学援助支給に関する見直し
継～就学援助認定対象校見直し
継～行財政改革大綱調査回答
継～学校給食費振込先の見直し
継～医療費見直し
継～就学援助国私立･支給費目・額の見直し
庁内調査回答
庁内通知
都からの調査回答
庁内調査依頼
他区支給額調査回答
他区への調査依頼
他区からの調査回答
学校事務調査（マニュアル付）
学校あて通知
入学支度金費
常～他課からの取扱通知【就学援助に影響するもの】
常～国・都通知文
常～就学援助費目的外利用申請
継～就学援助電算システム見直し
継～就学援助処理ジョブフロー
継～就学援助銀行振込システム
継～データ送付書

学校運営課

一般運営

備品（設備）

委託料

学校版めぐろグリーンア
クションプログラム

歳入 私用電話料

教材費、国庫補助金、負
担金

雑入

ふるさと納税

就学援助全般 就学援助制度

就学援助見直し

就学援助調査・通知

就学援助電算
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～電子申請システム
常～就学援助電算処理依頼書・決定書
継～入力データ送付要領
常～運用管理票等
常～運用保守計画書
常～基幹系システム仕様変更依頼
時間外設定依頼書
常～基本設計書
運用保守処理依頼書
常～要件定義書
常～受入テスト課題管理票

就学援助財務 契約依頼書等
継～状況急変者取扱い
継～所得判定計算法
継～就学援助認定・理由別内訳
継～所得の取扱い
継～認定要件制度資料(生保を除く）
継～生活保護基準額表
就学援助申請書
就学援助・入力者情報リスト（国立・都立中等）
就学援助募集
未申請者勧奨
就学援助申請取り下げ
就学援助世帯合計所得リスト
就学援助認定・却下
就学援助認定・却下（学校確認依頼）
就学援助認定区分変更・取消
就学援助認定者リスト
税額変更一覧・世帯税額一覧
区外学校別認定者リスト
就学援助異動リスト・変更リスト
就学援助認定通知書送付者リスト
就学援助認定システム帳票
就学援助却下者リスト
常～就学援助支給額・支給月表
常～就学援助支給実績
常～就学援助単価決定資料（都区財政調査）
自然宿泊体験教室等実施要項(小・中）
継～就学援助支給額・支給月表
継～就学援助支給実績
継～就学援助単価決定資料(都区財政調整）
学校給食費調査
区外認定者支給調査
区立その他調査
定例支給確認調査
途中認定者支給確認調査
体育実技用具費・部活動費報告書
定例支給確認調査回答(１２月）
定例支給確認調査回答(３月）
定例支給確認調査回答(７月）
定例支給確認調査回答(８月）
定例支給確認調査回答(９月）
途中認定者支給確認調査回答
学校給食費報告書
自然宿泊体験教室・特別支援学級校外宿泊等報告書
卒業アルバム費報告書
その他の支給額調査回答
学校給食費調査回答
就学援助等過年度返還金の歳入
修学旅行費(中)支出起案
請求内訳書(定例１２月）
請求内訳書(定例３月）
請求内訳書(定例７月）
請求内訳書(定例９月）
請求内訳書（途中認定）
支出命令書等
歳出戻入起案
定例・途中認定支出
振込一括受託書(その他）
振込一括受託書(定例１２月）
振込一括受託書(定例３月）
振込一括受託書(定例７月）
振込一括受託書(定例８月）
振込一括受託書(定例９月）
入金口座不能通知書
金融機関廃止口座確認リスト
金融機関登録異動一覧表
継～就学援助医療費資料
継～就学援助費(医療費)支給要領
支給対象者拡大（通常級在籍）
継～就学奨励費負担金等に係る事務処理資料
継～就学奨励費支給要綱
奨励調査・回答
就学奨励費予算資料

学校運営課

就学援助全般

就学援助電算

基幹系システム

就学援助認定 就学援助認定取扱

就学援助申請

就学援助認定却下

就学援助給付 就学援助給付資料

就学援助費目別調査

就学援助費目別調査回
答(区立）

就学援助費目別調査回
答(区外・国私立）
就学援助支出

就学援助口座

医療費

就学奨励全般
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
就学奨励費補正予算資料
常～就学奨励費負担金等に係る事務処理資料
常～就学奨励費事務取扱要領
常～就学奨励費支給要綱（平成２０年度改正）
常～就学奨励費支給要綱
継～就学奨励認定資料
常～就学奨励認定資料（平成２０年度）
常～就学奨励相談記録･事例
就学奨励募集
就学奨励申請書
常～通常学級在籍対象者資料
就学奨励認定・却下
就学奨励取消起案
就学奨励費支給調査
就学奨励費支給調査回答
歳出戻入起案
就学奨励費支給起案
振込一括受託書
就学援助・奨励補助金実施状況調べ
常～就学援助・奨励補助金取扱通知
就学援助・奨励補助金追加内定及び変更交付申請書
就学援助・就学奨励国庫補助歳入予算資料
常～被災児童生徒就学支援等事業資料（平成２７年度～）
常～被災児童生徒特例交付金資料（平成２３年度～平成２６年度）
就学援助・奨励補助概算・実績報告・歳入調定
常～就学援助・奨励国庫補助単価
就学援助・奨励補助金状況報告書
就学援助・奨励補助金事業計画書
就学援助・奨励補助金交付申請書
就学援助・奨励補助金確定通知書
就学奨励費保護者負担額確認票
東京都育英資金
奨学金（東京都育英資金を除く）
継～奨学金制度資料
継～東京都育英資金予約募集事務の手引き
継～未就園児保育
継～保育料改定資料（豊島区）
常～幼稚園・こども園全般
常～条例・規則・要綱・要領改正等
継～幼稚園使用料改定見直し方針
継～幼稚園使用料改定
継～幼稚園教育振興計画等　
常～幼稚園閉園式（からすもり、ふどう）
常　補助執行
常～幼稚園・こども園全般
園への通知
継～区立幼稚園入園料保育料調査
継～平成１７年度保育料見直し検討
継～保育料改定資料（板橋区）
常～幼稚園の学級編制届出
常～幼稚園定員変更（平成２１年度～）
継～幼稚園の学級定員
継～幼稚園の学級編制基準
継～幼稚園の学級編制届出
継～幼稚園設置基準
継～幼稚園プール
園長副園長会資料
継～幼稚園指導要録
備品総括表・組替申請
当初予算・補正予算
園だより
継～就園検討委員会設置要綱
継～英訳入園案内等関係資料
常～支給認定申請書
ホームページ
入園受付・申込状況
新入園児抽選
就園検討委員会開催
園児募集・要領・周知
就園検討委員会専門医及び健康診断園医謝礼支出
継～抽選方法
常～施設等利用給付認定
一時保育歳入調定
一時保育　利用者決定及び辞退届受理
常～中時間・長時間保育継続利用申請
常～預かり保育
継～預かり保育実施検討資料
継～預かり保育他自治体資料
継～預かり保育予算要求資料
継～預かり保育料算定資料
継～幼保一元化・認定こども園
常～一時預かり保育実施要綱・運用
常～預かり保育実施要綱
区域外通園の承認

学校運営課

全般

就学奨励全般

就学奨励認定 就学奨励認定取扱い

就学奨励申請

就学奨励認定却下

就学奨励給付 就学奨励給付

就学援助・奨励国庫補助 就学援助・奨励国庫補助

育英会奨学金

運営管理

支給認定・入園募集

預かり保育

入退園

区立幼稚園・こども園

学級編成・定員
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
平成３１年度中途入退園及び区分変更園児の決定（こども園）
継～幼稚園中途入園の取扱い
在園者住所・氏名等の変更
令和２年度入園時当初受付書類
令和２年度当初入園・追加入園決定（幼稚園）
令和２年度当初入園・追加入園決定（こども園）
平成３１年度中途入退園児の決定（幼稚園）
保育料等口座振替消込結果
こども園教職員等給食費自己負担
保育料等の減免・還付
就園奨励費補助金の請求
使用料口座振替実施
歳入調定
一時預かり事業交付金の請求
継～就園奨励費補助金交付要綱
継～区立幼稚園使用料の未納者に係る事務処理要領
保育料等の督促
保育料決定
納入済通知書
入園料・保育料収入明細書
施設等利用給付交付金の請求
保育料等口座振替依頼
常～保育料収入未済繰越調書
継～入園料、保育料及び預かり保育料減免取扱要領
継～保育料収入未済繰越調書
継～幼稚園使用料還付基準
放射性物質検査・品質検査関連の支出
郵券の支出
賄費の支出（給食・おやつ）
食糧費の支出
年間契約書類
物品所属換調書（物品所属換通知書）
ガス湯沸器点検委託
契約依頼書・支出負担・支出
再生紙の支出
備品引渡書兼異動通知書
分担金の支出
非常勤報酬支給内訳書
非常勤職員任用関係書類
賃金・報酬支払台帳
臨時職員賃金支出
非常勤・臨時職員旅費（支出含む）
特別支援対象児介助員派遣
会計年度任用職員任用関係書類
臨時職員・非常勤職員出勤状況表
臨時職員雇用
継～心身障害児介助員派遣取扱要領
継～賃金口座振込申出書
継～非常勤任用
他自治体等への調査
他からの調査(都を除く）
常～毎月勤労統計調査（みどりがおかこども園）
都からの調査
継～会計検査院検査
継～教頭会研究報告書
継～心身障害児受入資料
継～区民の声・要望
継～私立幼稚園資料
継～　幼稚園周年行事資料
常～区民要望、区民の声（平成２１年度以降）
常～幼稚園ホームページ作成資料
常～幼稚園使用料口座振替検討（平成２０年９月）
継～園児推計資料
常～こども環境管理士
常～私立幼稚園補助制度等
継～幼稚園教育要領
継～幼児教育振興他自治体資料
継～幼児教育振興（国資料）
継～幼児教育関連会議用資料
継～目黒区子ども総合計画
継～保育所保育指針
継～保育所児童保育要録について
継～認定子ども園制度への対応の基本的な考え方について
継～認定こども園制度への対応の基本的な考え方について（閲覧用）
継～子ども子育て新システム
継～区立学校のあり方について
継～めぐろ子どもスマイルプラン
継～これからの目黒区立幼稚園のあり方について
幼稚園長・副園長会
幼児教育施設等検討
継～幼稚園・調査回答
継～公立幼稚園関係資料集
継～区立幼稚園役割等検討会報告書
継～区立幼稚園のあり方論点整理（学校小規模化問題検討会）

学校運営課

入退園

調査

歳入

歳出

非常勤・臨時職員等

資料

幼児教育 幼児教育全般

幼稚園あり方全般

区立幼稚園・こども園
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～区立幼稚園のあり方検討委員会答申
継～区立幼稚園５園存続要望書
継～ふどう幼稚園資料
区立幼稚園見直し全般
常～区立幼稚園見直し開示請求
「区立幼稚園見直し」説明会（参加意見）
「区立幼稚園見直し」説明会資料
区立幼稚園の今後の方向検討
区立幼稚園見直し
区立幼稚園見直し（区民意見）
区立幼稚園見直し説明会一時保育
継～総合施設答申・通知（国）
継～幼保一元化検討資料
継～幼児教育検討
継～幼保一元化・通知調査回答
継～他区の幼保一元化施設資料
継～幼保一元化施設検討委員会⑱
継～幼保一元化施設検討委員会まとめ
継～幼保一元化施設検討委員会要綱・名簿
継～幼保一元化施設検討委員会⑯
継～幼保一元化施設検討準備会⑮
継～私立幼稚園協会との連携に向けて
幼児教育公私懇話会
継～公私懇話会幹事会
常～公私懇話会資料
認定こども園給食調理業務委託
認定こども園給食調理業務委託報告書
目黒区立幼稚園条例改正
認定こども園全般
継～認定こども園関係資料
継～認定こども園制度・認定基準
継～認定子ども園　区市町村窓口
継～認定子ども園　設置調査
継～認定子ども園　都条例・規則
継～認定子ども園　都説明会
継～認定子ども園　都要綱等
継～認定子ども園法律
げっこうはらこども園施設整備
常～認定こども園関係通知等
みどりがおかこども園施設整備
継～認定子ども園検討の中間のまとめ
継～認定子ども園基本的な考え方区報
継～認定子ども園基本的な考え方への区民意見
継～認定こども園制度への対応の基本的な考え方について
継～認定こども園関係区民の声等対応
継～認定子ども園対応基本的な考え方（案）
継～認定子ども園対応基本的な考え方（決定）
継～ひがしやま幼稚園施設関係資料
継～げっこうはら幼稚園
区立幼稚園年間予定表
認定こども園給食施設検討
常～認定こども園他地区資料
継～めぐろの保育
継～幼稚園教育課程
継～幼児人口基礎データ
継～区内私立幼稚園関係資料
継～認定こども園移行検討資料
継～認定こども園検討（園長・副園長会）
継～認定こども園子育て支援事業
継～認定子ども園（みどりがおか幼稚園）
継～認定子ども園移行課題
継～認定子ども園研修
継～認定子ども園実施計画
継～認定こども園整備等検討委員会
継～認定こども園作業部会
継～認定こども園整備等検討委員会要綱
他課への回答
他課への通知
住民基本台帳実態調査
学割使用調査・配付
メール等に対する回答
手数料調査
常～日本語学級通級
物品購入・印刷
通訳派遣
常～入学指定通知事務の補助執行
常～通訳派遣基準
常～小・中学校設置基準
常～就学証明取扱
常～就学時等通訳派遣実施要綱
常～国・都通知文
常～個人情報業務登録
常～学校設置廃止届
常～通学区域制度運用事例集（第２集）

学校運営課

幼児教育

幼稚園あり方全般

区立幼稚園見直し

幼保一元化全般

幼保検討委員会

幼児教育公私懇話会

認定こども園 認定こども園全般

認定こども園基本的な考
え方

認定こども園検討

認定こども園検討委員会

就学事務 就学事務

通学区域
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～通学区域制度運用事例集（第３集）
常～通学区域表
常～通学区域要望
常～公立小・中学校における学校選択制等についての事例集
常～通学区域基本方針
常～通学区域制度運用事例集（第１集）
卒業生名簿（小学校）
卒業生名簿（中学校）
卒業生名簿通知
常～卒業証明
常～中学校卒業認定試験資料
常～卒業証明書発行可能学校
常～海外帰国子女受入資料
常～帰国子女支援組織
常～海外帰国子女ガイド資料
常～大規模集合住宅
常～大橋地区再開発
常～中高一貫教育
常～東山小学校改築検討
常～日本語学級取扱い要領
常～目黒若葉寮入寮者の区立小・中学校への転入学時の対応について
常～目黒中央中新設に伴う処理
常～ＤＶ取り扱い
常～インターナショナルスクール
常～海外からの一時帰国児童等の就学に関する取扱いについて
常～外国籍就学資料
常～公務員宿舎駒沢住宅
常～行政手続法
常～行政手続法処分一覧
常～指定校変更及び区域外就学の承認基準
常～児童自立支援施設
常～上目黒１丁目地区再開発
常～青葉台３丁目計画
常～体験入学の取扱い
常～教育人口等推計表（４/１住登録者)
公立学校統計調査報告書
都からの調査
他区市町村等からの調査
住民基本台帳実態調査
国からの調査
区役所内調査
教育人口等推計調査起案
教育人口推計報告書
学校基本調査資料
学級編制届出に関する調査
学校基本調査起案
常～電算通知
常～電算処理日程
常～全国住民基本台帳ネットワーク稼動に伴う入学指定システムの変更
常～情報セキュリティ実施手順（就学）
情報課への依頼
常～サービス拠点システム
常～入学指定通知書書式資料
常～電子計算処理の手引き
常～外国人住民の住民票移行に伴う処理
常～就学猶予資料
常～就学猶予・免除　（平成３１年度）
中学校卒業程度認定試験
常～就学猶予・免除　（平成３０年度）
常～就学猶予・免除　（平成２９年度）
常～就学猶予・免除　（平成２８年度）
入学報告書
入学承諾書
転退学報告リスト（９月・１０月）
転退学報告リスト（１１月・１２月）
転退学報告リスト（７月・８月）
転退学報告リスト（５月・６月）
常～指導要録の取扱い
転退学報告リスト（１月・２月）
職権住記異動リスト
実態調査依頼・結果処理
常～就学承認の事務処理
常～転退学報告の取扱い
転退学報告リスト（３月・４月）
在学証明書
常～目黒中央中学籍関係
隣接最終結果一覧
新入生続柄不明リスト
新入生異動リスト
国・都・私立学校入学者名簿（学校別）
区立学校在籍者リスト（小４・中２）
学齢簿確認資料（小４・中２）出席簿
学校基本調査票
学区域外就学者名簿

学校運営課

就学事務

通学区域

卒業

帰国子女

検討課題

就学事務調査

基幹系システム

学籍 就学猶予免除

学籍関係書類

リスト集計表
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
外国籍児童･生徒名簿
常～新入学対象者一覧（Ｈ２９．１．７現在）
卒業者学齢簿
新入学対象者一覧  区立（H３０.４.８現在）
国・都・私立学校入学者名簿（学区域別）
小６在籍者リスト（進路調査）
常～学籍措置
就学督促起案
常～教護院・少年院資料
常～原級留置
常～阪神淡路大震災児童・生徒受入
常～居所不明者の取扱い
常～除籍・長欠報告書
常～小学校課程未修了者の中学校入学
常～義務教育年齢超過者の入学
常～入学相談事例～Ｈ７
常～入学相談事例Ｈ８～
常～就学特例取扱
常～平成３０年度学級編制予備調査
常～平成３０年度日本語学級設置仮申請
常～平成３０年度日本語学級設置申請
常～平成３１年度学級編制予備調査
常～平成３１年度日本語学級設置仮申請
平成３０年度学級編制事務
常～令和２年度学級編制予備調査
常～令和２年度日本語学級設置仮申請
常～令和２年度学級編制届出
常～平成３１年度日本語学級設置申請
常～令和２年度日本語学級設置申請
常～年度途中の変更認可申請
常～平成２８年度学級編制届出
常～平成２９年度学級編制届出
常～平成３０年度学級編制届出
常～平成３１年度学級編制届出
常～平成２８年度学級編制予備調査
常～平成２８年度日本語学級設置仮申請
常～平成２８年度日本語学級設置申請
常～平成２９年度学級編制予備調査
常～平成２９年度日本語学級設置仮申請
常～平成２９年度日本語学級設置申請
２月１日現在
３月２４日現在
４月１日現在（小学校）
９月１日現在
４月７日現在（小学校）
４月７日現在（中学校）
５月１日現在
４月１日現在（中学校）
常～学校選択制資料
常～選択制広報
受入れ人数調査
学校選択制に関する調査
学校公開日・学校説明会
常～隣接小中学校希望入学制度実施要領
常～隣接学校希望入学抽選
常～選択制実施結果
常～豊島区隣接校選択制
常～品川区学校選択制
常～東京都隣接校選択資料
常～他区市学校選択制
常～杉並区学校希望制度
隣接小学校希望入学制度ＰＲ
隣接小学校希望入学制度実施結果
区立中学校案内　予算・契約
常～区立中学校案内　原稿・校正
常～区立中学校案内　広告
常～区立中学校案内　資料・構成
常～区立中学校案内　配布
選択希望票（中学校）
選択変更希望票（中学校）
隣接中学校希望入学制度ＰＲ
隣接中学校希望入学制度実施結果
隣接中学校希望入学制度対象者名簿
隣接中学校希望入学制度発送準備
隣接中学校希望入学制度様式
隣接中学校抽選
常～区立中学校案内各校作成（資料）
外国籍新入学事務
就学通知書発送
新入学事務
新入学対象者調査
保護者会・入学式調査
常～小学校２２校
常～中学校９校

学校運営課

学籍

リスト集計表

特例的就学

学級編制

児童・生徒数

学校選択制 学校選択制全般

他区選択制

小学校選択制度

新入学事務

相談 新一年相談
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～帰国子女相談事例
インター・私立から指定校
区域外・指定外申請関連相談
相談処理済
常～就学承認台帳　　新一年　（平成２９年度入学）
常～就学承認起案　（平成２８年度）
常～就学承認台帳　（平成２８年度）
常～新一年生区域外就学承認　目黒区　（平成２９年度入学）
常～新一年生指定外就学承認　目黒区　（平成２９年度入学）
常～新一年住記外就学承認　（平成２９年度入学）
常～新一年生指定外就学承認　目黒区　（平成２９年度入学）Ｎｏ．１～５０
常～新一年外国人就学承認　（平成２９年度入学）
常～新一年区域外就学承認　他区市　（平成２９年度入学）
常～指定外就学承認　（平成２８年度）Ｎｏ．１～５０
常～指定外就学承認　（平成２８年度）Ｎｏ．１０１～１５０
常～指定外就学承認　（平成２８年度）Ｎｏ．５１～１００
常～指定外就学承認　（平成２８年度）Ｎｏ．１５１～
常～区域外就学承認　目黒区　（平成２８年度）Ｎｏ．１～５０
常～区域外就学承認　目黒区　（平成２８年度）Ｎｏ．５１～１００

区域外就学（他区市） 常～区域外就学承認　他区市　（平成２８年度）
常～外国人就学承認　（平成２８年度）
常～住記外就学承認　（平成２８年度）No.１～No.５０
常～日本語学級通級（平成２８年度）
常～住記外就学承認　（平成２８年度）No.５１～

承認承認全般 常～就学承認調査（平成２９年度）
常～新一年外国人就学承認　（平成３０年度入学）
常～新一年生指定外就学承認　目黒区　（平成３０年度入学）Ｎｏ．５１～１００
常～新一年生指定外就学承認　目黒区　（平成３０年度入学）Ｎｏ．１～５０
常～新一年住記外就学承認　（平成３０年度入学）
常～新一年区域外就学承認　目黒区　（平成３０年度入学）
常～新一年区域外就学承認　他区市　（平成３０年度入学）
常～指定外就学承認　（平成２９年度）Ｎｏ．１～５０
常～指定外就学承認　（平成２９年度）Ｎｏ．１０１～１５０
常～指定外就学承認　（平成２９年度）Ｎｏ．１５１～１７５
常～指定外就学承認　（平成２９年度）Ｎｏ．５１～１００

区域外就学（目黒区） 常～区域外就学承認　目黒区　（平成２９年度）Ｎｏ．１～５０
区域外就学（他区市） 常～区域外就学承認　他区市　（平成２９年度）

常～外国人就学承認
常～住記外就学承認　No.１～No.５０
常～日本語学級通級
常～住記外就学承認　No.５１～No.
常～新一年生指定外就学承認　目黒区　（平成３１年度入学）Ｎｏ．１～５０
常～新一年住記外就学承認　（平成３１年度入学）
常～新一年区域外就学承認　目黒区　（平成３１年度入学）
常～新一年外国人就学承認　（平成３１年度入学）
常～新一年区域外就学承認　他区市　（平成３１年度入学）
常～新一年生指定外就学承認　目黒区　（平成３１年度入学）Ｎｏ．５１～１００
常～指定外就学承認　（平成３０年度）Ｎｏ．１～５０
常～指定外就学承認　（平成３０年度）Ｎｏ．１０１～１５０
常～指定外就学承認　（平成３０年度）Ｎｏ．１５１～２００
常～指定外就学承認　（平成３０年度）Ｎｏ．５１～１００

区域外就学（目黒区） 常～区域外就学承認　目黒区　（平成３０年度）
区域外就学（他区市） 常～区域外就学承認　他区市　（平成３０年度）

常～面接確認書（学年下げ校長意見書）　（平成３０年度）
常～住記外就学承認　No.５１～
常～住記外就学承認　No.１～No.５０
常～外国人就学承認
常～日本語学級通級

就学承認全般 常～就学承認調査（平成３０年度）
常～新一年外国人就学承認　（令和２年度入学）
常～新一年区域外就学承認　他区市　（令和２年度入学）
常～新一年区域外就学承認　目黒区　（令和２年度入学）
常～新一年生外就学承認　目黒区　（令和２年度入学）Ｎｏ．５０～１００
常～新一年生指定外就学承認　目黒区　（令和２年度入学）Ｎｏ．１～５０
常～新一年住記外就学承認　（令和２年度入学）
常～指定外就学承認　（令和元年度）Ｎｏ．５１～１００
常～指定外就学承認　（令和元年度）Ｎｏ．１～５０
常～指定外就学承認　（令和元年度）Ｎｏ．１～５０
常～指定外就学承認　（令和元年度）Ｎｏ．１０１～１５０
常～区域外就学承認　目黒区　（平成３１年度）
常～区域外就学承認　目黒区　（平成３１年度）

区域外就学（他区市） 常～区域外就学承認　他区市　（平成３１年度）
常～外国人就学承認
常～住記外就学承認　No.１～No.５０
常～学校保健安全法、施行規則、省令改正通達
常～都学校保健審議会答申・報告書
常～目黒区保健医療計画
学校保健委員会アンケート調査
学校保健に関する通知・調査・回答
常～養護教諭部会要望
学校保健人事
目黒区医師会・歯科医師会・薬剤師会
感染症対応
学校保健関係通知

学校運営課

相談

他学年相談

就学承認２８ 就学承認全般

新一年生就学

指定外就学

区域外就学（目黒区）

特定就学

就学承認２９
新１年生就学

指定外就学

特定就学

就学承認３０ 新一年生就学

指定外就学

特定就学

就学承認３１ 新一年生就学

指定外就学

区域外就学（目黒区）

特定就学

学校保健運営 学校保健全般
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
東山小校舎改築関連
学校保健全般のパンフレット等配布物
常～薬物乱用防止教育啓発
「保健教育を推進するために」発行
エイズに関する保健教育・啓発
常～色覚に関する指導の資料
常～児童・生徒の健康づくり
常～喫煙防止教育啓発
常～学校安全教育啓発
常～エイズに関する保健教育啓発
常～アレルギー対策に関する教育啓発
学校保健統計（二計測）
学校保健統計（疾病異常）
他自治体学校保健統計
学校保健統計（感染症）
常～学校保健統計資料
各種大会・協議会
関東甲信越静学校保健大会
全国学校歯科保健研究大会
全国学校保健研究大会
全国養護教諭研究大会
学校保健研修
関係機関研修
学校薬剤師研修会
学校保健用紙発注・印刷
常～学校保健用紙原稿
常～学校保健用紙検討資料
常～学校保健用紙・外国版資料
常～学校保健用紙・外国語版原稿
学校配付予算（保健）
執行委任
交付金調査
科目更正
学校保健予算流用
常～交付金調査
常～当初予算見積（学校保健）
室内空気環境検査契約
区内共通商品券受払簿
寄生虫卵調査研究委託契約
学校保健契約（環境衛生）
学校保健契約（一般運営他）
寝具乾燥消毒委託契約
債権者登録申請書・変更届
健康診断器具の滅菌処理委託　日程表
予定額増減処理
学校保健委員会報償費
学校保健各種団体分担金
学校保健追録集購入
健康診断事務補助員任用申請
常～臨時職員通知類・税額表
常～臨時職員雇用カード（一時保管）
常～保健補助非常勤職員
看護師派遣
賃金・報酬支払台帳
保健補助臨時職員充員申請
法定調書
常～計量器検査資料
滅菌処理委託実施
常～検査分析室備品管理カード
常～児童体外除細動器(ＡＥＤ)
常～保健室運営改善資料
常～保健室空調設備
常～保健室備品購入済み一覧（小）
常～保健室備品購入済み一覧（中）
常～保健室備品購入資料
学校環境検査用備品
常～保健システム（Ｃ４ｔｈ）
計量器定期検査実施
オージオメーター点検校正
備品管理
常～健康診断器具滅菌委託
健康教育推進の財務
健康教育推進支援員
健康教育推進講演会
健康教育推進支援員取扱要綱
健康教育推進
学校健康トレーナーの派遣要請
めぐろ元気あっぷ教室
常～大田区立館山さざなみ学校協定書
元気あっぷ教室推進員
研修・講座等（学校健康トレーナー）
めぐろ元気あっぷ教室（行事保険）
常～標準体重肥満度計算ソフト関連資料
常～標準体重肥満度計算ソフト・シート

学校運営課

学校保健運営 学校保健全般

学校保健教育・啓発

学校保健統計

大会・協議会

研修会・講習

学校保健諸様式

学校保健予算・経理 保健予算管理

学校保健契約

学校保健支出負担行為

保健補助臨時職員

保健室備品管理

児童生徒健康管理 健康管理全般・元気あっ
ぷ
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～健康管理課題（総合）
常～健康管理課題（脊柱側わん・骨）
常～健康管理課題（気管支喘息）
常～健康管理課題（眼・耳鼻）
常～健康管理課題（栄養・貧血・肥満）
常～学校生活管理指導表（心臓病･腎臓病）
常～学校健康トレーナー等派遣実施要領
元気あっぷ教室歳入
元気あっぷ教室　歳出
学校健康トレーナー
アレルギー通知
アレルギー調査・回答
アレルギー研修会
常　アレルギー疾患対応マニュアル
常～ＳＡＲＳ対応状況調査
常～ＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）資料
常～ＳＡＲＳ東京都対応要領
常～ＳＡＲＳ対策
学校感染症情報
インフルエンザ様疾患による臨時休業措置状況報告
インフルエンザ予防関係通知
感染性胃腸炎
常～学校感染症全般
常～インフルエンザ資料
欠席状況報告書
学校欠席者情報収集システム
麻しん予防関係通知
腸管出血性大腸菌感染症
登下校時刻変更・学級閉鎖
常～予防接種法・結核予防法
常～伝染性紅斑及び手足口病の取扱い
常～鳥インフルエンザ
常～新型インフルエンザ情報
常～その他の学校伝染病
コロナウイルス感染症
常～飼育動物由来感染症
常～感染性胃腸炎
常～むし歯予防指導資料
常～歯・口の健康つくり推進指定校
常～歯の衛生資料
常～歯科保健教育資料
常～幼稚園親子歯みがき指導資料様式
幼稚園・こども園親子歯みがき指導
ＲＤテスト実施
歯科保健に関する通知・調査・回答
歯・口の健康に関するポスターコンクール
歯と口の健康週間
歯科保健教育資料
巡回歯みがき指導
給食後の歯磨き運動

熱中症等対策 熱中症等対策
常～ぎょう虫卵検査資料
常～健康診断委託資料
腎臓検診実施
心臓検診実施
受託業者の説明資料
委託検診実施内容
ぎょう虫卵検査実施
常～腎臓病･糖尿病検診結果統計
常～腎臓検診資料
常～心臓病検診結果統計
常～心臓検診資料
精密検査ツベルクリン反応検査実施
結核健康診断　実施結果統計
結核健康診断実施
結核対策検討会
支出負担行為
常～結核健康診断実施結果統計
常～結核健康診断諸様式見本
結核検診　精密検査対象候補者名簿
結核健診　精密検査結果
精密検査・Ｘ線直接撮影実施
常～結核健康診断要項
常～精密検査（喀痰検査、断層撮影）
常～結核対策委員会
常～結核健診マニュアル
常～帰国子女結核検診
常～結核に関する通知
常～結核予防資料
常～結核予防会
結核健康診断精密検査
常～学校における今後の結核対策
就学時健康診断報償費
就学時健康診断関連ホームページ

学校運営課

児童生徒健康管理 健康管理全般・元気あっ
ぷ

アレルギー

ＳＡＲＳ（重症急性呼吸器
症候郡）

学校伝染病

学校伝染病(継)

歯の健康管理

児童生徒健康診断 委託検診

結核検診

結核予防

就学時健康診断
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
他自治体とのやり取り
就学時健康診断隣接小学校希望
就学時健康診断日程調査
就学時健康診断通知・配布物
就学時健康診断知能検査報告
就学時健康診断対象者一覧
就学時健康診断準備
就学時健康診断受診状況報告
就学時健康診断異動個票
就学時健康診断ホストシステム処理
就学時健康診断　問合せ・要望
常～就学時健康診断知能検査資料
常～就学時健康診断諸様式見本
常～就学時健康診断受診状況統計
常～就学時健康診断参考資料
常～就学時健康診断実施状況調
運動器検診通知
運動器検診検討会
色覚検査
常～色覚検査通知
常～色覚検査資料
通知・取り扱い
帳票・様式
計画・日程
常～学校環境衛生通知
常～環境衛生資料
学校環境衛生通知
常～目黒区学校薬剤師会会議資料
学校環境衛生検査分析室
教室等の環境検査（空気・照度）
砂場寄生虫卵検査
ダニ検査
常～砂場の汚染資料
常～検査分析室資料
常～雨水利用
常～環境衛生機器管理
常～室内空気環境対策
常～室内空気環境資料
室内空気環境検査
常～シックハウス庁内連絡会議
常～室内空気汚染に関する通知
常～室内空気環境検査結果一覧(Ｈ１５～）
プール管理運営
常～幼稚園プール管理
プール水質等検査実施報告
プール経営届
常～学校プール運営管理の問題点
常～学校プール事故報告
常～中根小屋内プール資料
常～プール水消毒薬等に関する調査
常～プール水白濁及び塩素濃度安定の改善
常～プール用塩素注入滅菌器試用
プール消毒薬注文票（追加分）
プール消毒薬発注及び回収
ＤＰＤ試薬
飲料水の水質検査
常～水質検査測定場所図面
常～飲料水資料
継～光化学スモッグ対策要綱
光化学スモッグ対策
不用薬品管理
産業廃棄物管理票保管
常～薬品管理資料
常～不用薬品処分資料
害虫駆除作業報告書(１回目)
害虫駆除作業報告書(２回目)
害虫駆除
常～内分泌撹乱作用の疑いのある農薬の取扱いについて
常～害虫駆除資料
常～害虫駆除　対象面積原図
害虫駆除作業報告書(３回目)
常～ねずみ対策
常～ゴキブリ対策
学校医等委嘱(令和２年度委嘱)
常～学校医任用感謝状平成１３年度退職補充
常～学校医等　退職補充　H１７～１９
学校医等退任
学校医等承諾書
⑳～任用手続付随事務
常～当初推薦・任用・委嘱（平成２３年度～）
常～当初推薦・任用・委嘱(平成２９～３１年度）
常～当初推薦・任用・委嘱(平成２６～２８年度）
常～駐輪場等確認票(控）
常～学校医任用起案（当初）　Ｈ１４～１６

学校運営課

児童生徒健康診断

就学時健康診断

運動器検診

色覚検査

定期健康診断

環境衛生 環境衛生全般

室内空気環境検査

プール管理

プール消毒薬

飲料水

公害

薬品管理

害虫駆除

学校医等 学校医等任免
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～学校医任用感謝状平成１５年度退職補充
常～学校医任用感謝状平成１４年度退職補充
常～学校医等　任用・感謝状（当初）H１７～１９
常～学校医任用・感謝状（当初）Ｈ１４～１６
常～学校医等　任用起案（当初）H１７～１９
常～学校医等　任用・感謝状（当初）　平成２０年度～
常～学校医等の公務災害補償全般
学校医等執務状況報告
常～学校医等執務資料
常～学校医等の公務災害補償条例改正
常～学校医等公務災害補償関係告示
常～学校医等公務災害補償条例･規則
常～学校医等報酬支払通知
常～口座振込依頼書（学校医等）
学校医報酬支給通知一覧
常～報酬額改定算定基礎
常～学校医等感謝状贈呈基準
常～学校医等勤務履歴調査
常～学校医等任用一覧表（Ｈ２～）
常～学校医等任用一覧表（Ｓ２１～４９）
常～学校医等任用一覧表（Ｓ５０～Ｈ１）
常～学校医等任用感謝状資料
常～学校医等非常勤職員取扱要綱
常～学校医等訃報時資料
学校医等任用手続きについて
常～内科校医履歴（ハ～ワ行）
常～内科校医履歴（タ～ナ行）
常～内科校医履歴（サ行）
常～内科校医履歴（ア～カ行）
常～学校医（眼科）履歴（タ～ワ行）
常～学校医（眼科）履歴（ア～サ行）
常～学校医（耳鼻科）履歴（ア～サ行）
常～学校医（耳鼻科）履歴（タ～ワ行）
常～学校歯科医履歴（ア行）
常～学校歯科医履歴（カ行）
常～学校歯科医履歴（ハ～ワ行）
常～学校歯科医履歴（サ・タ・ナ行）
常～学校薬剤師履歴（ナ～ワ行）
常～学校薬剤師履歴（ア～タ行）
常～学校医等履歴（退職）
常～学校医等履歴（死亡）
東京都教育委員会表彰
文部大臣・都知事表彰等
区政功労表彰
継～栄典（叙勲等）基準資料
継～学校教職員被表彰
継～区政功労表彰資料
継～表彰基準等資料（文科大臣・都知事等）
継～表彰推薦見本
学校保健委員会
学校保健委員会
常～目黒寄生虫館
常～目黒区学校医会・目黒区医師会
常～目黒区学校歯科医会
常～目黒区学校薬剤師会

国･都学校保健関係団体 常～東京都結核予防会
常～東京都薬剤師会
常～東京都養護教諭研究会
常～日本学校保健会
東京都結核予防会
東京都医師会学校医会
東京都学校歯科医会
東京都学校保健会（会報等）
東京都学校保健会（年会費、啓発資料購入、無償出版物配布）
東京都学校保健研究会
東京都予防医学協会
日本学校保健会
常～区市学校保健会等代表者連絡協議会
常～東京都医師会学校医会
常～東京都学校歯科医会
常～東京都学校保健会（会則、理事、評議員）
常～目黒区学校保健会　会計事務
常～目黒区学校保健会　会計用紙
常～目黒区学校保健会　会則
常～目黒区学校保健会　役員
常～目黒区学校保健会会計資料（平成１３年度～平成１５年度）
常～目黒区学校保健会会計資料（平成１６年度～平成２０年度）
常～目黒区学校保健会会計資料（令和元年度～令和５年度）
常～目黒区学校保健会会計資料（平成２１年度～平成２５年度）
常～目黒区学校保健会会計資料（平成２６年度～平成３０年度）
常～目黒区学校保健会会計資料（平成８年度～平成１２年度）
目黒区学校保健会運営、総会役員会
「目黒区学校保健研究集会」の発行
学術担当

学校運営課

学校医等 学校医等任免

学校医等執務

学校医要綱・任用一覧

学校医等履歴 学校内科医履歴

学校耳鼻科医履歴

学校歯科医履歴

学校薬剤師履歴

死亡・退職者履歴

表彰 学校医等表彰

学校保健関係団体
区内学校保健関係団体

国･都学校保健関係団体

目黒区学校保健会
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
総務担当
目黒区学校保健会　通知
学校保健会事業
常～総会用　案内表示　看板
常～各区学校保健会会則
常～区市学校保健会等代表者連絡協議会学校保健会ブロック会（第３ブロッ
ク）
他区学校保健会
常～他区学校保健会　３－２
常～他区学校保健会　３－３
常～他区学校保健会　３－１
学校安全管理
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の管理
日本スポーツ振興センター広報
常～学校安全資料
常～自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の資料
常～自動体外式除細動器（ＡＥＤ）保証書・登録確認書
常～日本スポーツ振興センター広報｢学校安全｣
常～通学路関係法令
常～通学路安全点検調査（平成７、８年度）
常～通学路白地図（位置決め用）
常～都市整備・道路整備
常～目黒区交通安全計画
通学路に関する行政指導
通学路の調査
通学路原稿
常～スクールゾーン図（原稿）
常～学童通行量別の通学路図（平成１９年８月調査・作成）
スクールゾーン
常～通学路の交通安全確保
常～通学路・裏通りの交通安全対策
常～通学路　区民対応
常～通学区域図等（全区図）
常～通学路行政指導資料
災害共済ホームページ
常～他の学校災害賠償補償制度資料
常～災害共済給付オンライン請求システム
災害共済給付金管理
常～災害共済給付事務処理要領
常～災害共済給付金制度法令改正通知
常～災害共済給付金制度学校受入口座
報告書　資料
災害共済関係通知
名簿更新
追加加入
常～事故処理（昭和６２年）
常～障害見舞金
常～事故処理（平成２年）
常～事故処理（平成３年）
常～事故処理（平成５年）
常～事故処理（平成６年～）
常～事故処理（平成元年）
常～事故処理（～昭和６１年）
常～学校事故資料
常～事故処理（昭和６３年）
常～災害共済給付統計（現年度分）
常～災害共済給付統計（過年度分）
給付金請求起案
給付金請求簿（１０月）
不備・照会文書
常～幼稚園　月例
常～中学校　月例
常～他校への災害報告書の写しの送付
給付金請求簿（１１月）
給付金請求簿（１２月）
給付金請求簿（１月）
給付金請求簿（２月）
給付金請求簿（３月）
給付金請求簿（４月）
給付金請求簿（５月）
給付金請求簿（６月）
給付金請求簿（７月）
給付金請求簿（８月）
給付金請求簿（９月）
常～小学校　月例（田道～東山）
常～小学校　月例（八雲～鷹番）
給付金起案
子ども医療証と重複する災害共済給付金の支給について
給付金決定通知
給付金振込明細
給付金清算内訳
熱中症対策（調理室冷房設置含む）
緊急対応
予算要望

学校運営課

学校保健関係団体

目黒区学校保健会

他区学校保健関係団体

学校安全 学校安全全般

通学路

災害共済給付金制度 災害共済給付制度全般

名簿更新

事故処理

災害共済給付統計

給付金請求

給付決定

学校給食共通 学校給食全般
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～目黒区公式ホームページ
校外実習
常～目黒区学校給食の手引き
学校給食共通通知
要綱・要領
常～学校給食実施基準
常～東京都　新学校給食事務の手引
常～目黒区学校給食の手引き
区民の声
常～議会予算要望回答
調査・照会・通知（区市町村）
栄養週報
継～給食残量調査
調査・照会・通知（国）
継～学校給食用石鹸試用調査
調査・照会・通知（東京都）
東京都における学校給食の実態調査
東京都における学校給食の実態結果（小学校）
東京都における学校給食の実態結果（中学校）
東京都における学校給食の実態結果（資料）
常～給食施設届出事項変更届（食品衛生責任者）
常～給食開設・変更・廃止届（東京都）
常～給食開始・廃止届
常～給食施設届出事項変更届（食品衛生責任者以外）
事故報告（その他）
事故報告（アレルギー誤食）
事故報告（物資関係）
（継）給食室火災事故（四中）
継～一酸化炭素警報
継～一酸化炭素中毒資料
継～一酸化炭素中毒事故　労基署関係
継～一酸化炭素中毒事故　事故報告
継～一酸化炭素中毒事故　示談
継～一酸化炭素中毒事故　賠償金仮払
継～一酸化炭素中毒事故　賠償金資料
継～一酸化炭素中毒事故　被害者あて通知
継～一酸化炭素中毒事故　被害者対応
継～一酸化炭素中毒事故　保険会社関係

目黒区学校給食研究会 目黒区学校給食研究会資料
監査 監査資料

継～学校栄養職員職務関係
各種行事等参加取扱い
被服貸与

給食表彰 給食表彰関連通知
常～専務的非常勤取扱要綱・要領
小学校給食推進員
小学校給食推進員出勤簿等（油面わかたけ）
常～学校栄養職員登録申込書
常～学校給食支援員要綱・配置基準
学校給食支援員配置・任用
学校給食支援員謝礼
継～臨時職員資料
臨時職員賃金
臨時職員雇用（油面小学校分）
臨時職員雇用（目黒中央中学校分）
臨時職員雇用(東山小学校分)
雇用関連文書
臨時職員通知
学校（園）栄養士研修
東京都学校給食研究会（栄養職員対象）
都主催研修・講習会(栄養職員対象）
全国学校給食研究協議大会
全国学校栄養職員研究大会
新規採用栄養職員説明会（区主催）
新規採用栄養職員研修（都主催）
食の安全に関する調理員講習会
講演会・研修会等の参加実績
牛乳講習会
東京都学校給食会
区主催研修・講習会
衛生関係講習会
継～学校給食室施設設備補助金
継～給食室施設図面
継～火を使用する設備等の設置届出
常～施設設備に関わる事故・給食対応
常～学校給食室施設設備台帳
継～東山小学校給食室増築資料
常～月光原小学校改修資料
常～興津健康学園改修資料

東山小学校改築 東山小学校改築資料
三・四中統合資料
備品（第四中学校分）

ランチルーム 継～ランチルーム資料
炊飯器点検（保守点検清掃）

学校運営課

学校給食共通 学校給食全般

調査・照会・通知

東京都における学校給食
の実態

給食届

事故報告

一酸化炭素中毒事故

学校給食職員 学校職員

非常勤職員

臨時職員

講習会・研修

給食施設 給食施設全般

給食室改修改築

三・四中統合

保守点検清掃
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
熱機器点検（保守点検清掃）
冷機器点検（保守点検清掃）
学校あて通知
グリーストラップ清掃（冬季）
グリーストラップ清掃（春季）
グリーストラップ清掃（夏季）
給食室特別清掃（中学校・春季）
給食室特別清掃（小学校・夏季）
給食室特別清掃（小学校・春季）
給食室特別清掃（中学校・夏季）

火災予防 継～火を使用する設備等の設置届出
給食室環境測定 給食室環境測定

生ごみ処理量
継～生ごみ処理機導入
継～生ごみ処理機取扱説明
継～厨芥置場
継～廃油処理委託
常～給食用物品あっせん
継～備品仕様　冷機器
継～備品仕様　配膳台
継～備品仕様　熱機器
継～備品仕様　調理機器
継～備品仕様　洗浄機器
継～備品仕様　水槽
継～備品仕様　消毒機器
継～備品仕様　ワゴン
継～取扱説明書
備品要望調査
給食備品通知
常～破損食器回収協定
常～食器篭資料
食器等貸出し
破損食器回収
継～トレー検討
継～強化・耐熱ガラス食器資料
常～箸検討
学校あて通知
強化硝子製食器の処分
食缶等調査
食器具破損状況報告書
継～先丸スプーン・フォーク・箸導入
継～食器検討委員会
継～強化磁器食器導入（どんぶり）
継～石綿含有製品入替
継～石綿関連資料
「新しい東北」先導モデル事業による学校給食の実施
常～あすなろ学級
常～わかたけ学級
常～東北関東大震災
常～放射性物質検査（使用前食材）
常～放射性物質検査（食育食材）
常～放射性物質検査（米・牛乳）
常～放射性物質対応
使用前食材放射性物質検査　検査食材調査（回答）
使用前食材放射性物質検査　検体送付書
使用前食材放射性物質検査　実施結果通知
食育食材放射性物質検査（検査依頼・実施結果）
米・牛乳放射性物質検査（検査依頼・実施結果）
常～栄養摂取基準検討委員会（平成２２年度）
常～目黒区学校給食摂取基準検討委員会（平成２５年度）
常～平成３０年度目黒区学校給食摂取基準の改定について
常～平成２５年度目黒区学校給食摂取基準の改定について
常～平成２２年度目黒区学校給食摂取基準の改定について
常～平成１８年度目黒区学校給食の栄養摂取基準の改定について
常～日本人の食事摂取基準
常～学校給食における摂取基準（国）
アレルギー関係通知
常～アレルギー　他区の情報
常～食物アレルギー対応マニュアル作成委員会（平成２２年度）
常～学校給食における食物アレルギー等の対応マニュアル
常～アレルギー疾患対応検討委員会(令和元年度）
常～学校給食における食物アレルギー対応検討委員会
常～学校給食における除去食提供マニュアル
常～学校におけるアレルギー疾患への対応の手引
アレルギー対応
常～学校給食における食物アレルギー対応指針
衛生管理
継～目黒区食中毒対策要綱
常～調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル
常～大量調理施設管理マニュアル（厚生省）
常～学校給食調理場における手洗いマニュアル
常～学校給食衛生管理基準（文部科学省）
常～学校給食における食中毒防止Ｑ＆Ａ
常～ヒヤリハット事例集（学校給食事業）

学校運営課

給食施設

保守点検清掃

廃棄物・厨芥

給食機器 給食用備品

食器具

石綿含有製品

給食実施 給食実施全般

放射性物質対応

栄養摂取基準

アレルギー対応

給食衛生管理 給食安全衛生
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～調理場における洗浄・消毒マニュアル
継～目黒区行事における臨時営業等の取扱要項
継～ノロウイルス
食品の安全確保に関する情報
各学校からの相談・報告等
腸内細菌検査
定期衛生検査
休業中臨時衛生検査
保健所立入検査
学校給食用牛乳自主検査成績書
料理衛生検査
食材点検検査
学校給食用パン抜取調査の結果
食品品質検査
常～東京都学校給食会　学校給食用パン加工規格書
学校給食用物資契約書・請求書
継～規格外パン
食材納入業者募集
食材納入業者調査
給食物資情報（その他）
学校給食用物資案内書(東京都学校給食会）
常～東京都学校給食会契約書
常～食材料搬入に伴う車両通行
パン・めん加工委託工場の選定
米穀供給協定
常～学校給食用等政府備蓄米交付要領
継～角田市米
米飯給食関係通知
継～学校給食用自主流通米取扱要領及び助成金交付要領
継～学校給食用炊飯設備等拡充事業実施要綱、要領
継～学校給食用米粉パン等原材料用米穀特例売却要領
継～米飯給食実施経緯
米穀購入状況
継～牛乳供給業者資料
牛乳パックへの移行
牛乳供給契約
常～牛乳供給事業実施要綱
牛乳供給形態変更
牛乳関係通知
継～栄養ソフト検討委員会
月間栄養報告書（中学校）
月間栄養報告書（小学校）４～９月
月間栄養報告書（小学校）１０～３月
学校給食実施計画
常～カロリーメイク５　マスタ（目黒区版）
常～校務LANシステム用パソコン・C４th　資料
常～献立等に関する問い合わせ
常～移動教室・林間学校
常～カロリーメイク６
常～イントラネット用パソコン資料
常～カロリーメイク７
継～献立作成基準
常～カロリーメイク７　アレルギーソフト
小学校家庭配布用献立（４～７月）
小学校家庭配布用献立（８～１２月）
小学校家庭用献立（１～３月）
中学校家庭配布用献立（４～９月）
中学校家庭配布用献立（１０～３月）
常～食に関する指導の手引き
常～レシピ本納品データ
常～レシピ本報道一覧
学校給食及び食育啓発事業・パネル展示「みんな大好き学校給食」
常～学校における食育指針検討委員会（令和元年度）
常～東京都食育推進計画
食育推進の財務
常～家庭で味わう保育園給食のすすめ
常～学校における食育指針（平成２７年度）
常～食育レシピ本
食育研修
地場産物の活用
「学校における食育指針」達成状況調査
「食育月間」及び「食育の日」の取組実績の報告について
食育パンフレット
食育関係通知
地場産物の活用２
常～食育基本法
常～学校における食育指針（平成２２年度）
常～指導教材・資料（小学校）
継～食に関する指導の状況
継～食に関する指導の実践事例集（文部省）
継～栄養教諭制度
常～指導教材・資料（中学校）
常～指導教材・資料（小・中学校共通）
継～学校・家庭・地域連携事業（学校給食）実施要領

学校運営課

給食衛生管理 給食安全衛生

衛生検査

食材等検査

学校給食物資 物資

米

牛乳

献立 献立管理

小学校献立表

中学校献立表

食育 食育全般

給食指導

学家地連携
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
試食会
学校・家庭・地域連携事業（学校給食）
ふれあいクッキング
招待給食
特別給食食材費
特別給食実施計画書
常～特別給食実施要領
特別給食実施報告書
継～委託検討経過
継～委託状況調査委員会会議録
継～委託状況調査委員会設置
継～学校給食調理業務委託計画
継～小学校給食委託職員団体交渉
継～調理職員等削減実績・経費節減効果
継～保護者説明会
継～委託広報・ＰＲ
学校給食調理業務委託　業務改善提案書
要綱・要領・基準等
調理業務受託申請書
継～委託料算定資料
継～委託業者選定経過資料
調理委託業務評価報告
学校給食調理業務受託者募集
提案書
契約にかかる添付文書原紙
学校給食調理業務委託業者選定委員会
調理業務委託に関する事務説明会
公契約条例適用に関する資料
仕様書　仕様の見直し
常～調理業務等衛生・作業基準（平成２６年度改訂）
継～調理業務等衛生・作業基準見直し検討委員会（平成１９年度）
継～学校給食衛生・作業基準検討部会
調理業務委託通知
試食会
継～学校給食運営協議会設置要綱
学校給食運営協議会（中学校）
学校給食運営協議会（小学校）
常～学校給食調理業務点検評価委員会（１９年度）
調理業務月例点検結果(小学校）
調理業務月例点検結果(中学校）
常～学校給食調理業務月例点検票

完了届 完了届
第八中学校　従事者等報告書等
東山中学校　従事者等報告書等
目黒中央中学校　従事者等報告書等
大鳥中学校　従事者等報告書等
第九中学校　従事者等報告書等
第七中学校　従事者等報告書等
第十一中学校　従事者等報告書等
第十中学校　従事者等報告書等
第一中学校　従事者等報告書等

完了届 完了届
烏森小学校　従事者等報告書等
下目黒小学校　従事者等報告書等
宮前小学校　従事者等報告者等
駒場小学校　従事者等報告書等
月光原小学校　従事者等報告書等
原町小学校　従事者等報告書等
五本木小学校　従事者等報告書等
向原小学校　従事者等報告書等
上目黒小学校　従事者等報告書等
菅刈小学校　従事者等報告書等
大岡山小学校　従事者等報告書等
鷹番小学校　従事者等報告書等
中根小学校　従事者等報告者等
中目黒小学校　従事者等報告書等
田道小学校　従事者等報告書等
東根小学校　従事者等報告書等
東山小学校　従事者等報告書等
八雲小学校　従事者等報告書等
碑小学校　従事者等報告書等
不動小学校　従事者等報告書等
油面小学校　従事者等報告書等
緑ヶ丘小学校　従事者等報告書等
従事者研修実施報告書等1
従事者研修実施報告書等2
従事者研修実施報告書等3
従事者研修実施報告書等4
従事者研修実施報告書等5
従事者研修実施報告書等6
従事者研修実施報告書等7
従事者研修実施報告書等8
従事者研修実施報告書等9
常～給食会計マニュアル検討委員会

学校運営課

食育

学家地連携

特別給食

調理業務委託 委託推進

業者選定

委託実施

給食運営協議会

調理業務点検・評価

中学校調理業務委託報告
従事者等報告書等

小学校調理業務委託報
告 従事者等報告書等

受託者別調理業務委託
報告

従事者研修実施報告書

給食費 給食費資料
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
給食費徴収
常～給食費未納対応
常～給食費無償化・公会計化
常～自治体の債権管理に関する調査研究報告書
給食費未納
継～給食費返金・集金資料
常～目黒区立学校徴収金取扱手引き
常～令和３年度標準給食費検討委員会・作業部会
常～平成３２年度学校標準給食費検討委員会・作業部会
継～給食費検討委員会設置要綱
平成２４年度　学校標準給食費検討委員会　作業部会
常～給食費検討委員会設置要綱
平成２５年度標準給食費検討委員会
常～平成２６年度標準給食費検討委員会　作業部会
常～平成２７年度標準給食費検討委員会　作業部会
常～平成２８年度学校標準給食費検討委員会・作業部会
常～平成３０年度標準給食費検討委員会・作業部会
常～平成３１年度標準給食費検討委員会・作業部会
常～令和２年度標準給食費検討委員会・作業部会
常～給食費　平成２０年度
常～給食費　平成２７年度
常～給食費　平成２８年度
常～給食費　平成２９年度
常～給食費　平成３０年度
継～給食費　平成１０～１１年度
継～給食費　平成１７～１９年度
常～給食費　平成２４年度
常～給食費　平成２３年度
常～給食費　平成２２年度
常～給食費　平成２１年度
常～給食費　平成２５年度
常～給食費　平成２６年度
常～給食費　平成３１年度
常～給食費　令和３年度
常～給食費　平成３２年度
常～振込用ＦＤ・ＤＶＤ
債権者登録申請・変更届
口座情報
学校あて通知
放射性物質検査経費
展示食・保存食・保存用食材料等経費
食材点検検査・食品品質検査
継～予算要望
補正予算
当初予算積算資料
当初予算見積書・要求事項説明書
重点化対象事業
当初予算
予備費流用
科目更正
学校配付
執行委任
予算流用
一般需用費・消耗品費
一般需用費・修繕費
一般需用費・図書等購入費
備品購入費
負担金、補助及び交付金
一般需用費・印刷製本費
委託料
役務費、使用料及び賃借料
常～げっこうはらこども園給食準備
常～みどりがおかこども園給食準備
常～給食開始・廃止届
常～給食施設届出事項変更届（食品衛生責任者）
常～認定こども園資料
こども園給食共通通知
事故報告（その他の事故）
事故報告（物資関係）
常～目黒区立こども園給食の手引き
常～みどりがおかこども園
設備点検・清掃
常～カロリーメイク７～
月間栄養報告書
給食実施計画
家庭配布用献立
継～目黒区の保育園給食
安全衛生管理
常～保育所における食事の提供ガイドライン（厚労省）
常～保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（厚労省）
常～こども園におけるアレルギー疾患への対応の手引
その他の物資（納入依頼書）
米穀供給協定
牛乳供給覚書

学校運営課

給食費 給食費資料

給食費検討委員会

年度別給食費

学校・こども園給食財務 財務全般

予算編成

予算管理

予算執行

こども園 こども園共通

施設・機器

献立

給食運営

給食物資
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
業者説明会
常～こども園調理業務等衛生・作業基準
契約関連文書
常～委託仕様書
こども園給食調理業務委託業務　改善提案書
こども園給食調理業務　受託者募集
業者選定評価
こども園給食調理業務委託業者　選定委員会
こども園給食調理業務　受託申請書
完了届
従事者等報告書（みどりがおかこども園）
改善報告書（みどりがおかこども園）
従事者等報告書（げっこうはらこども園）
巡回点検・研修等報告書（みどりがおかこども園）
巡回点検・研修等報告書（げっこうはらこども園）

調理業務点検 調理業務月例点検(こども園）
継～非常通報体制
継～個人情報保護
継～学校施設計画課長の事務引継ぎについて
研修
省エネ・再エネ導入等検討専門部会
インクジェットプリンター（ＰＩＸＵＳ　ｉＸ６８３０）
開示請求
ホームページ
イントラネット
開示請求
ＰＤＦ編集ソフト
工事写真管理ソフト
施設図面管理システム用パソコン及び周辺機器
個別システム
都市整備部
庁舎内その他
他区市町村
総務部
子育て支援部
区議会事務局
教育機関など
教育委員会事務局
企画経営部
監査事務局
東京都
文部科学省他
区民の声
要望書等
継～ファイル基準表（平成１８年度）
継～ファイル基準表（平成２年度以前）
継～ファイル基準表（平成３年度）
継～ファイル基準表（平成４年度）
継～ファイル基準表（平成６年度）
継～ファイル基準表（平成７年度）
継～ファイル基準表（平成８年度）
継～ファイル基準表（平成１７年度）
常～ファイル基準表（平成２１年度以降）
継～ファイル基準表（平成９年度）
実施計画改定
実施計画事業の執行状況調査

東日本大震災 放射線
財務通知
契約依頼伝票
契約書待ち伝票
見積待ち伝票
履行書待ち伝票
債権者登録
業務改善提案型契約方式
財務調査
当初予算要求にかかる工事費見積依頼
補正１号
補正２号
予算原案
予算要望
教育長ヒアリング資料
予算積算資料
施設整備要望
随時見積依頼
当初予算案プレス発表資料
配当・配付
執行委任
流充用
減額執行委任
ふるさとチョイス
調定
支出負担行為
契約依頼予定書
予定額増減

学校運営課

こども園

調理業務委託

業者選定

業務報告・改善報告

学校施設計画共通 庶務

調査・回答・通知

区民の声

ファイル基準表

実施計画・行動計画

財務 財務全般

予算編成

予算管理

歳入管理

歳出管理
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
契約依頼
清算・戻入命令
常～長期継続契約書(写)
科目更正・振替命令
契約変更依頼
兼命令
再委託申請
支出命令
支出完了(幼稚園)
支出完了(中学校)
支出完了(小学校)
工事監査依頼
定期監査
庁外施設定期監査
決算資料
会計検査院検査

債権債務者管理 債権者登録申請書・変更届
完成図書：小学校
完成図書：中学校
完成図書：幼稚園・こども園
常～財産台帳
電線施設共架契約書（平成３年１月２８日）
共架料
公立学校用地管理台帳（総括表）等の提出について
第一中学校
第十一中学校
東山小学校
常～教育財産取得
常～東山小学校：改築
大岡山小学校
油面小学校
継～簡易な小規模構造物認定
継～財産登録（工作物等）
継～第四中学校
継～第十一中学校

教育財産変更 常～げっこうはら幼稚園
常～ふどう幼稚園
常～改修等工事に伴う用途廃止
常～上目黒小学校
常～第四中学校
常～東山小学校（改築）
からすもり幼稚園
継～道路・河川占用等期限一覧・申請様式
常～第十一中学校
常～中根小学校
常～中根小学校
常～駒場小学校
常～八雲小学校
常～月光原小学校
常～菅刈小学校
常～鷹番小学校
常～下目黒小学校
常～不動小学校
常～油面小学校
常～第十一中学校
常～東山中学校
常～田道小学校・中目黒小学校
常～第一中学校
常～第十一中学校
常～中目黒小学校
法定調書
調査・回答
財産処分
財産処分通知
財産処分報告

基金 常～目黒区学校教育施設整備基金
教育財産使用料
公共基準点調査
選挙の日程及び施設利用
常～防災課
常～選挙管理委員会
常～地域振興課
常～土木工事課
常～西部地区サービス事務所
常～道路管理課
常～生涯学習課
常～子育て支援課
常～高齢福祉課
常～健康福祉計画課
常～環境保全課
常～スポーツ振興課
常～みどりと公園課
常～国土地理院
常～教職員組合

学校運営課

財務

歳出管理

歳出添付文書

決算管理/監査

完成図書

財産管理 教育財産全般

用途指定財産現況報告

教育財産取得

教育財産廃止

占用許可

境界確定(小学校)

境界確定(中学校)

借地管理

財産処分

教育財産使用 教育財産使用全般

教育財産使用承認

教育財産使用許可：無償
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～教職員互助会・目黒教育会
常～ＰＴＡ連合会
常～国土交通省
常～国立研究開発法人防災科学技術研究所
常～目黒清掃工場
常～東京都
常～東京二十三区清掃一部事務組合
常～東日本電信電話株式会社
常～目黒ユネスコ協会
常～目黒消防署
常～町会・自治会
常～東日本電信電話（株）
常～東京電力パワーグリッド㈱
常～㈱ケーブルテレビ品川
常～郵便事業㈱
常～八雲小学校ＰＴＡ
常～ＰＴＡ
常～学校施設整備指針
改修工事に伴う近隣への対応
継～学芸大学駅周辺地区整備計画
今後の小中学校の学習空間の在り方に関する調査研究
学校施設整備期成会
施設整備に関する依頼・情報提供
常～その他収受文書
東京都公立学校施設校内ＬＡＮ整備工事支援事業実施・交付要綱
「学校施設の防災力強化プロジェクト」の公募
計画修繕工事等の予定
施設課工事依頼
上目黒小学校（認可保育所）
常～老朽化対策
継～学校施設複合化計画
継～第一中学校（ランチルーム改修）
継～第一中学校（環状６号線）
継～中根小学校維持管理
継～補助２６号線整備計画（六中）
継～南部地区センター（原町・碑）
継～呑川上部利用計画（十一中）

水飲栓直結給水化 「学校フレッシュ水道」に関する通知等
東京都苗木生産供給事業
社会公共施設緑化事業
継～アスベスト調査結果（中学校）（平成１７年度実施）
継～アスベスト調査結果（幼稚園）（平成１７年度実施）
継～アスベスト調査結果（小学校）（平成１７年度実施）
継～アスベスト対応Ｑ＆Ａ・手引き
吹き付けアスベスト等の対策状況

長寿命化改良事業 長寿命化通知、調査
学校施設環境改善交付
金様式

調査・通知

常～第４次地震防災緊急事業五箇年計画
耐震化推進及び環境対策講習会
常～東京都公立学校施設耐震化支援事業補助金
耐震関連通知・照会
耐震化事業等の前倒し及び追加
耐震性能判定表及び耐力度調査票の内容聴取通知
耐震化年次計画
耐震化年次計画
公立学校建物の耐震診断等の実施に用いる指針等
公立学校耐震改修状況調査
検討業務報告
東京都公立学校施設耐震化支援事業

耐震診断 評定委員会
耐力度調査 耐力度調査票の内容聴取通知

冷房化調査・通知
継～冷房機の使用
継～普通教室冷房機設置一覧
継～普通教室冷房機設置位置変更

小学校図書室・幼稚園 東山小学校契約変更
からすもり幼稚園契約変更
継～小学校図書室、幼稚園保育室冷房化事業仕様書
継～小学校図書室、幼稚園保育室冷房化事業設置完成図
継～小学校図工室及び中学校図書室等冷房化事業仕様書
継～小学校図工室及び中学校図書室等冷房化事業設置完成図
第四中学校契約変更
第四中学校契約変更
上目黒小学校契約変更
東山小学校
木材利用
エコスールパイロットモデル事業支援措置通知
事業計画書
スーパーエコスクール
公立小・中学校における省エネルギー対策

太陽光発電 通知・照会
緑の学び舎づくり事業
天然芝調査

学校運営課

教育財産使用

教育財産使用許可：無償

教育財産使用許可：有償

施設整備・改修 施設整備・改修全般

改修計画

苗木供給

アスベスト対策

耐震化 耐震化全般

冷房化 冷房化全般

普通教室冷房機設置一
覧

保育室冷房化

小学校図工室・中学校図
書室冷房化

特別教室冷房化事業

エコスクール エコスクール全般

校庭芝生化 天然芝
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
説明会等
芝生の維持管理モデル事業
天然芝通知
校庭芝生化地域連携事業
緑の学び舎づくり事業実施予定調査
運動場天然芝生化補助実績報告書
常～運動場天然芝生化補助申請
助成申請
助成金交付決定
常～額の確定
常～事後評価
常～負担金・交付金
常～学校施設環境改善交付金交付要綱
常～計画内定
常～建築計画
常～事業計画（給食施設）
常～交付金・交付決定
常～負担金・交付申請
常～実施調査
常～明許繰越
常～２７交付金・事業評価
常～実績報告
常～２７交付金・額の確定
常～負担金・実績確認
常～２８交付金・事業計画
常～２８交付金・事業計画（給食施設）
常～実績報告
常～交付金・交付決定
常～実施調査
常～交付条件変更承認
常～負担金・額の確定
常～交付金・事業評価
常～交付金・額の確定
常～負担金・実績確認
常～２９交付金・事業計画
流域貯留浸透事業

事業実施 常～実施調査
事業完了 常～交付金・事業評価
事業完了 実績報告
事業完了 実績確認

常～３０交付金・事業計画
通知 常～負担金・交付金

常～３０交付金・事業計画
常～平成３０年度「ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金」内定通知書
常～３０学校施設環境改善交付金事業の内定
実績報告
常～実施調査
常～交付金・交付決定

事業完了 常～交付金・額の確定
常～３１交付金・事業計画

通知 常～負担金・交付金
常～３１交付金・事業計画
常～３１学校施設環境改善交付金の内定
常～交付金・交付決定
常～実施調査
常～交付金・額の確定
実績報告

通知 常～交付金・負担金
事業計画 常～０２交付金・事業計画

平成２６年度都補助等 耐震化支援事業 常～２６非構造部材耐震化支援事業
事業通知
常～事業申請

緑の学び舎づくり実証実
験事業補助金

事業通知

常～非構造部材・要綱等改正
常～非構造部材・事業申請
常～構造体・要綱等改正
常～２７非構造部材耐震化支援事業
事業通知
常～事業申請
事業通知
調査・回答
常～基本協定
常～非構造部材・事業申請
事業予定調査

水飲栓直結給水化モデ
ル事業

常～事業申請

トイレ整備実施要綱
実績報告
交付決定
内容確認調査
交付決定
事業申請
トイレ整備支援事業　額の確定通知

学校運営課

校庭芝生化 天然芝

天然芝補助金

人工芝助成金

平成２６年度国庫補助 事業完了

平成２７年度国庫補助

平成２８年度国庫補助

通知

事業計画

事業実施

事業完了

事業計画

事業実施

事業完了

平成２９年度国庫補助 事業計画

平成３０年度国庫補助

事業計画

事業実施

平成３１年度国庫補助

事業計画

事業実施

事業完了

令和２年度国庫補助

平成２７年度都補助等 水飲栓直結給水化モデ
ル事業

耐震化支援事業

平成２８年度都補助等 水飲栓直結給水化モデ
ル事業

耐震化支援事業

平成２９年度都補助等

トイレ整備事業

耐震化支援事業

平成３０年度都補助等 トイレ整備事業
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
トイレ整備実施要綱
交付決定
実績報告
内容確認調査
通知
実施要綱
通知
実施要綱等
交付決定
額の確定通知
トイレ整備実施要綱
交付決定
実績報告
内容確認調査
額の確定通知
額の確定通知
通知
内容確認調査
交付決定
実績報告
交付申請
実施要綱・交付要綱
通知
支援決定（通知）
常～校庭拡張事業及び解体工事説明会
常～児童急増対策（教育委員会事務局）
常～東山小学校用地取得
常～東京財務事務所打合せ
継～東山公園拡張計画・庁内連絡会議
継～道路認定の手引き（廃止手順）
継～調整会（都市整備部公共財産）
継～水道局（１４年度・１６年度・１８年度）
継～周辺道路計画
継～下水道局（１６年度・１８年度）

耐力度調査 常～耐力度調査票の内容聴取
常～実施設計資料
常～南側道路拡幅工事
常～放射線汚染土の埋設
常～上棟視察資料
福祉環境整備
東山公園一部使用
多目的スペース
常～東山住区センター改築にかかる説明会
所管要望
常～教育委員会・文教子ども委員会資料
常～工事費・監理委託費
常～諸元表
常～工事監査
常～消防関係・設備関係
常～打合せ会の記録
常～施設視察
常～保護者説明会
常～東山公園ひろばの利用
常～用途指定財産
常～緑の学び舎づくり事業補助金
プール利用
校舎完成式
常～起債関係資料
常～各種届出関係
常～ＴＯＴＯグランド整備
常～ホームページ
常～家屋異動届書
竣工図書
常～施設視察
福祉環境整備協議済書
かし等修補完了届
認定こども園改修工事に伴う整備要望
非構造部材調査
非構造部材通知

統合新校整備 南部・西部地区中学校 常～ボリューム案
継～外周構造、門扉、飼育小屋調査資料
継～シックハウス対策
学校あて調査
立ち入り検査
施設管理通知
継～樹木管理通達等
常～機械警備用操作カード等管理
飲料水貯水槽等維持管理状況報告
継～学校別トイレ設置状況
継～給食用小荷物運搬機メーカー資料
継～施設整備設置状況
旧第四中学校利用
常～インターホン設置状況（１６年度調査）
常～小中学校校庭現状報告書

学校運営課

平成３０年度都補助等 トイレ整備事業

冷房化支援特別事業

耐震化支援事業

ブロック塀等安全対策支
援事業

平成３１年度都補助等 トイレ整備支援事業

屋内体育施設空調設置
支援事業

空調設置支援事業

東山小学校用地取得 用地取得・校庭整備

道路廃止・校地一体化

東山小学校改築
実施設計

改築工事

げっこうはらこども園 げっこうはら幼稚園（認定
子ども園）

非構造部材落下防止 通知・調査

施設管理 施設管理全般

学校現況
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～目黒中央中学校多目的スペース
常～幼稚園園庭排水資料
施設点検説明会
施設点検通知
点検計画書
常～施設点検委託（Ａグループ）
施設点検日誌
施設点検責任者
６ヶ月点検（１２月）
６ヶ月点検（４月）
構造体耐久性調査
施設点検委託説明会
継～幼・小・中防犯マニュアル
継～碑小学校受託事業者転落事故
継～台風等による被害状況等
継～公益通報者保護制度の手引き
継～学校安全対策
安全対策全般
風水害
学校遊具
プール施設
エレベーター
被害・事故報告
常～非構造部材落下防止対策
常～くい打ち工事確認
長寿命化計画
継～防犯対策
避難所
学校あて調査
体育施設
廃校施設等
継～公立学校施設台帳
継～公立学校施設台帳情報化
継～施設台帳作成の留意点
常～公立学校施設台帳
公立学校施設の実態調査
プール立入検査結果
プール水検査
小中学校貯水槽水道点検調査報告書
ガス器具等点検・調査
維持保全業務積算標準単価表
学校プール清掃委託（２）
学校プール清掃委託（１）
校舎等特別清掃委託（菅刈小学校ほか４校）
園舎特別清掃委託（幼稚園等３園）
校舎等特別清掃委託（第一中学校ほか２校）
校舎等特別清掃委託（大岡山小学校ほか３校）
校舎等特別清掃委託（第七中学校ほか４校）
校庭管渠清掃委託
校舎等特別清掃委託（八雲小学校ほか４校）
校舎等特別清掃委託（中目黒小学校ほか５校）
昼間警備委託(緑ヶ丘小学校)
学校機械警備委託(５)
常～学校機械警備図面(２)
常～学校機械警備図面(３)
学校機械警備委託(２)
学校機械警備委託(５)
常～学校機械警備図面(１)
学校機械警備委託(３)
学校機械警備委託(１)
常～学校機械警備図面(５)
常～学校機械警備図面(６)
自家用電気工作物保安管理業務等委託(中学校)
自家用電気工作物保安管理業務等委託(小学校)
常～自家用電気工作物保安規定(小学校)
昇降機保守点検委託（碑小学校）
昇降機保守点検委託（東山小学校）
昇降機保守点検委託（宮前小学校）
昇降機保守点検委託（げっこうはらこども園）
給食用小荷物昇降機保守点検委託
昇降機保守点検委託（五本木小学校）
昇降機保守点検委託（緑ヶ丘小学校）
昇降機保守点検委託（油面小学校わかたけ学級）
昇降機保守点検委託（油面小学校）
昇降機保守点検委託（目黒中央中学校）
給水設備点検委託(中学校)
給水設備点検委託(小学校・幼稚園)
雨水ろ過設備保守点検委託（緑ヶ丘小学校）
雨水ろ過設備保守点検委託（宮前小学校）
排水槽等清掃委託
不動小学校給食室エアコン設置工事
上目黒小学校給食室エアコン設置工事
第七中学校給食室エアコン設置工事
第八中学校給食室エアコン設置工事

学校運営課

施設管理

学校現況

施設点検

安全対策・事故対応

施設調査・回答

公立学校施設台帳

プール

設備保守 設備保守共通

清掃

警備

電気設備

昇降機設備

給排水設備

空調設備
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
中目黒小学校給食室エアコン設置工事
油面小学校給食室エアコン設置工事
烏森小学校給食室エアコン設置工事
向原小学校給食室エアコン設置工事
五本木小学校給食室エアコン設置工事
田道小学校給食室エアコン設置工事
原町小学校給食室エアコン設置工事
氷蓄熱式冷暖房機保守点検委託
ＧＨＰ等保守点検委託
ＧＨＰ保守点検委託（小学校図書室）
ガスエアコン点検委託
ガスボイラー等点検
フロン排出抑制法に基づくパッケージエアコン定期点検委託（目黒区立小中学
校）
遠赤外線暖房機点検委託
換気設備点検委託
空調設備保守点検委託（緑ヶ丘小学校）
直だき吸収冷温水機点検委託
電気エアコン点検委託
消防設備等点検委託(小学校・幼稚園)
消防設備等点検委託（避難器具）
消防設備等点検委託（中学校）
西部地区プール施設管理委託
中央地区プール施設管理委託
碑小学校複合施設管理委託
目黒区立目黒中央中学校施設管理委託
目黒区立碑小学校複合施設管理委託
目黒区立東山小学校施設管理委託
東山小学校複合施設管理委託
屋上プール開閉式テント点検委託（第三中学校）
プール電動トップライト点検委託（中根小学校）
プール循環浄化装置（珪藻土式）点検委託
プール循環浄化装置（カートリッジ式）点検委託
プール可動床装置点検委託（烏森小学校）
プール循環浄化装置（カートリッジ式）点検委託（下目黒小学校）

その他設備 体育館舞台吊物装置点検委託
樹木等管理委託（碑文谷地区／中学校）
樹木等管理委託（目黒地区／小学校）
樹木等管理委託（目黒地区／中学校）
体育館体育設備点検委託
樹木剪定要望調査
委託業務時の写真撮影
汚泥処分委託
屋外プール放射性物質測定委託
校庭人工芝メンテナンス委託
校庭体育遊具点検委託
芝生維持管理及び芝生育成委託
樹木等管理委託（碑文谷地区／小学校）
下目黒小学校保安規程
大岡山小学校保安規程
鷹番小学校保安規程
中根小学校保安規程
中目黒小学校保安規程
田道小学校保安規程
東根小学校保安規程
東山小学校保安規程
八雲小学校保安規程
碑小学校保安規程
不動小学校保安規程
油面小学校保安規程
継～小学校・幼稚園
継～中学校
継～小学校・幼稚園
継～中学校

消防用設備等点検結果
報告書

消防用設備等点検結果報告書

継～興津健康学園
継～小学校・幼稚園
継～中学校
常～変更届
特定粉じん排出等作業実施届出書等
常～消防用設備等設置届出書
継～ガス漏れ警報
継～屋内消火栓
継～自動火災報知
継～誘導灯及び誘導標識
継～非常放送
継～防火対象物使用届（建築）
継～防火対象物使用届（電気）
継～避難器具
継～自動火災報知
継～屋内消火栓
継～ガス漏れ警報
継～誘導灯及び誘導標識

学校運営課

設備保守

空調設備

消防設備

施設管理

プール設備

その他

学校施設届出 小学校自家用電気工作
物

各種届出起案 東京電力申込

保安規定

消防設置届

保健所等届

消防各種届出書（小学
校）

八雲小学校

菅刈小学校
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～防火対象物使用届（建築）
継～非常放送
継～電気設備設置届
継～消防検査結果
継～屋内消火栓
継～ガス漏れ警報
消防検査結果
継～誘導灯及び誘導標識
継～防火対象物使用届（建築）
継～非常放送
継～避難器具
継～改修報告書
継～自動火災報知
継～電気設備設置届
継～消防検査結果
継～自動火災報知
継～火気使用届
継～屋内消火栓
継～避難器具
継～ガス漏れ警報
継～非常放送
継～誘導灯及び誘導標識
継～誘導灯及び誘導標識
継～非常放送
継～避難器具
継～自動火災報知
継～屋内消火栓
継～ガス漏れ警報
常～火を使用する設備等の設置届
継～ガス漏れ警報
継～ボイラー設備
継～誘導灯及び誘導標識
継～非常放送
継～避難器具
継～電気設備設置届
継～消防検査結果
継～屋内消火栓
継～自動火災報知
継～自動火災報知
継～屋内消火栓
継～ガス漏れ警報
継～非常放送
継～避難器具
継～誘導灯及び誘導標識
継～消防検査結果
継～電気設備設置届
継～非常放送
継～自動火災報知
継～ガス漏れ警報
継～ボイラー設備
継～屋内消火栓
継～誘導灯及び誘導標識
継～ガス漏れ警報
継～ボイラー設備
継～屋内消火栓
継～火気使用届
継～自動火災報知
継～消防検査結果
継～電気設備設置届
継～避難器具
継～非常放送
継～誘導灯及び誘導標識
常～消防用設備等設置届出書
継～誘導灯及び誘導標識
継～防火対象物使用届（建築）
継～非常放送
継～火気使用届
継～自動火災報知
継～ガス漏れ警報
継～屋内消火栓
継～避難器具
継～ガス漏れ警報
継～誘導灯及び誘導標識
継～避難器具
継～消防検査結果
継～ボイラー設備
継～屋内消火栓
継～自動火災報知
常～非常放送
継～ガス漏れ警報
継～防火対象物使用届（建築）
継～非常放送
継～避難器具
継～電気設備設置届

学校運営課

消防各種届出書（小学
校）

菅刈小学校

下目黒小学校

碑小学校

中目黒小学校

油面小学校

大岡山小学校

烏森小学校

向原小学校

五本木小学校

鷹番小学校

田道小学校
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～消防検査結果
継～自動火災報知
継～改修報告書
継～誘導灯及び誘導標識
継～屋内消火栓
継～火気使用届
継～避難器具
継～消防検査結果
継～自動火災報知
継～火気使用届
継～屋内消火栓
継～ガス漏れ警報
継～非常放送
継～誘導灯及び誘導標識
継～避難器具
継～消防検査結果
継～自動火災報知
継～屋内消火栓
継～ガス漏れ警報
継～誘導灯及び誘導標識
継～防火対象物使用届（建築）
継～非常放送
継～屋内消火栓
継～火気使用届
継～自動火災報知
継～ボイラー設備
継～ガス漏れ警報
継～誘導灯及び誘導標識
継～防火対象物使用届（建築）
継～非常放送
継～避難器具
継～消火器
継～消防検査結果
継～電気設備設置届
継～自動火災報知
継～屋内消火栓
継～ガス漏れ警報
継～誘導灯及び誘導標識
継～消防検査結果
継～非常放送
継～避難器具
継～電気設備設置届
継～防火対象物使用届（電気）
継～屋内消火栓
継～ガス漏れ警報
常～火を使用する設備等の設置（変更）届出書
継～誘導灯及び誘導標識
継～非常放送
継～避難器具
継～電気設備設置届
継～消防検査結果
継～火気使用届
継～改修報告書
継～自動火災報知
継～屋内消火栓
継～自動火災報知
継～非常放送
継～誘導灯及び誘導標識
常～火を使用する設備等の設置届
継～ガス漏れ警報
継～ガス漏れ警報
継～自動火災報知
継～消防検査結果
継～電気設備設置届
継～避難器具
継～非常放送
継～誘導灯及び誘導標識
継～防火対象物使用届（建築）
継～誘導灯及び誘導標識
継～非常放送
継～避難器具
継～消防検査結果
継～ガス漏れ警報
継～ボイラー設備
継～屋内消火栓
消防用設備等設置届出
継～誘導灯及び誘導標識
継～ガス漏れ警報
継～屋内消火栓
常～自動火災報知
常～非常放送
継～ガス漏れ警報
継～自動火災報知
継～消防検査結果

学校運営課

消防各種届出書（小学
校）

田道小学校

月光原小学校

駒場小学校

緑ヶ丘小学校

原町小学校

不動小学校

上目黒小学校

東根小学校

中根小学校

宮前小学校

東山小学校
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～ボイラー設備
継～屋内消火栓
継～誘導灯及び誘導標識
継～非常放送
継～避難器具
継～誘導灯及び誘導標識
継～避難器具
継～ガス漏れ警報
継～屋内消火栓
継～自動火災報知
継～消防検査結果
継～非常放送
継～消防検査結果
継～自動火災報知
継～火気使用届
継～屋内消火栓
継～誘導灯及び誘導標識
継～ガス漏れ警報
継～消火器
継～自動火災報知
継～火気使用届
継～屋内消火栓
継～電気設備設置届
継～誘導灯及び誘導標識
継～防火対象物使用届（建築）
継～非常放送
継～屋内消火栓
継～自動火災報知
継～消防検査結果
継～電気設備設置届
継～非常放送
継～防火対象物使用届（建築）
継～誘導灯及び誘導標識
継～屋内消火栓
継～誘導灯及び誘導標識
継～自動火災報知
継～屋内消火栓
継～避難器具
継～自動火災報知
継～消防検査結果
継～誘導灯及び誘導標識
継～誘導灯及び誘導標識
継～屋内消火栓
継～自動火災報知
継～避難器具
継～非常放送
継～屋内消火栓
継～火気使用届
継～誘導灯及び誘導標識
継～非常放送
継～避難器具
継～電気設備設置届
継～自動火災報知
継～自動火災報知
継～屋内消火栓
継～誘導灯及び誘導標識
継～消防検査結果
継～電気設備設置届
継～避難器具
継～非常放送
常～火を使用する設備等の設置届
継～誘導灯及び誘導標識　
継～ガス漏れ警報
継～屋内消火栓
継～自動火災報知
継～非常放送
継～電気設備設置届
継～第二グランド通用門鍵
継～消火器
継～減勢槽点検用フェンス鍵
継～自動火災報知
継～非常放送
継～誘導灯及び誘導標識
継～改修報告書
継～屋内消火栓
継～ボイラー設備
継～非常放送
継～避難器具
継～自動火災報知
継～屋内消火栓
継～ガス漏れ警報
継～防火対象物使用届（建築）

大鳥中学校 常～消防用設備等設置届出書
継～自動火災報知

学校運営課

消防各種届出書（小学
校）

東山小学校

第三中学校

第四中学校

第五中学校

第六中学校

第七中学校

第八中学校

第九中学校

第十中学校

第十一中学校

東山中学校

消防各種届出書（幼稚
園）

からすもり幼稚園

消防各種届出書（中学
校）

第一中学校

第二中学校
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～誘導灯及び誘導標識
継～自動火災報知
継～誘導灯及び誘導標識

ふどう幼稚園 継～誘導灯及び誘導標識
八雲小学校 継～計画通知
下目黒小学校 継～計画通知
碑小学校 継～計画通知
油面小学校 継～計画通知

継～東京電力
継～計画通知

向原小学校 継～東京電力
継～下水道局
継～水道局
継～水道局
継～東京電力

月光原小学校 継～水道局
継～水道局
継～特定施設
継～総合治水
継～高圧ガス製造許可
継～計画通知
継～下水道局

原町小学校 継～下水道局
不動小学校 継～東京電力
東根小学校 継～水道局
宮前小学校 継～水道局

継～下水道局
継～水道局
継～計画通知
継～保安規定
継～水道局
継～水道局
継～保安規定
継～計画通知

第四中学校 継～東京電力
第五中学校 継～保安規定
目黒中央中学校 継～保安規定
第七中学校 継～東京電力
第八中学校 継～下水道局

継～計画通知
継～保安規定
継～東京電力
継～計画通知
継～総合治水

第十中学校 継～保安規定
継～水道局
継～保安規定

東山中学校 継～保安規定
施設各種届出書（幼稚 げっこうはら幼稚園 継～計画通知

区所管課　調査・回答
区報・ホームページ原稿

文書 郵券管理
印刷物作成 印刷物作成協議書
人事 人事課通知（調査・回答含む）

在庁理由入力記録簿
出勤時刻データ修正記録簿
給与減額免除申請書
欠勤・遅参・早退届
法定調書
旅行命令簿４～９月分
旅行命令簿１０～３月分
宿泊旅行命令簿

財務全般 債権者登録・変更
予算要望書
次年度当初予算見積
執行委任・減額執行委任
用品・備品管理
執行委任・減額執行委任

決算・監査 監査資料
質問回答書
契約依頼書(八ヶ岳）（契約課・教育政策課契約)
契約依頼書(興津）（契約課・教育政策課契約)
年間契約(自所属契約)
次年度早期契約依頼書
契約依頼書・支出負担行為書（部活動等支援）
契約依頼書・支出負担行為書（八ヶ岳・校外施設運営）
契約依頼書・支出負担行為書（修学旅行・独自宿泊）
契約依頼書・支出負担行為書（自然宿泊事業）
契約依頼書・支出負担行為書（興津・校外施設運営）
契約依頼書(共通・気仙沼・金沢）（契約課・教育政策課契約)
支出命令書（校外施設運営）
支出命令書（自然宿泊教室）
支出命令書（部活動等支援）
清算・戻入命令

学校運営課

消防各種届出書（幼稚
園）

からすもり幼稚園

げつこうはら幼稚園

施設各種届出書（小学
校）

緑ヶ丘小学校

烏森小学校

五本木小学校

田道小学校

施設各種届出書（中学
校）

第一中学校

第二中学校

第三中学校

第九中学校

第十中学校

第十一中学校

共通 庶務通知

人事・給与
服務

給与

財務
予算編成

予算執行

契約

歳出管理
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
支出命令書（修学旅行・独自宿泊）
還付命令
調定
清算・戻入命令
支出命令書（教員旅費）

都・国関連共通
他区・民間からの各種通
知・依頼

他区・市町村、他県からの依頼・通知

常～部活動支援要綱
大会等参加費及び分担金
予算配分（部活動支援）
外部指導員等全体研修
バス・トラック借上げ（部活動支援）
外部指導員等保険加入
外部指導員　口座振替依頼書（特設クラブ）
外部指導員　承諾書（特設クラブ）
合唱クラブ指導員
部活動開設状況
手続き全般（特設クラブ）
特設クラブ開設状況
活動日誌（写）７月～９月　特設クラブ
活動日誌（写）４月～６月　特設クラブ
活動日誌（写）１月～３月　特設クラブ
活動日誌（写）１０月～１２月　特設クラブ
報償費支出（特設クラブ）
大会参加旅費支出（特設クラブ）
大会参加旅費　実施報告書（特設クラブ）
外部指導員等　口座振替依頼書（部活動）
外部指導員等　承諾書（部活動）
手続き全般（部活動）
活動日誌（写）第十中
活動日誌（写）第九中
活動日誌（写）第八中
活動日誌（写）第七中
活動日誌（写）第一中
報償費支出（部活動）
活動日誌（写）大鳥中（１０月～３月分）
活動日誌（写）大鳥中（４月～９月）
活動日誌（写）目黒中央中（１０月～３月分）
活動日誌（写）第十一中
活動日誌（写）東山中
活動日誌（写）目黒中央中（４月～９月分）
大会参加旅費　実施報告書（４～９月）（部活動）
部活動大会参加交通費等（全国・関東大会等）
大会参加旅費　実施報告書（１０～３月）（部活動）
経費支出（部活動合同活動支援）
事業全般（部活動合同活動支援）
総合旅行保険加入（部活動合宿）
部活動合宿実施要項
看護師・指導員配置（部活動合宿）
事業全般（部活動合宿）
次年度実施意向調査
経費支出全般（部活動合宿）
給食委託（部活動合宿）
夏季集中練習

修学旅行看護師 修学旅行に伴う保健担当者配置要項
経費支出（独自宿泊）
学校独自宿泊事業支援要項
実施計画・実施届（独自宿泊）
指導員への保険（夏季水泳）
実施予定表（夏季水泳）
事業全般（夏季水泳）
予算配分（夏季水泳）
賃金（夏季水泳）
雇用依頼書（夏季水泳）
承諾書（夏季水泳）
任用調書（夏季水泳）
履歴書（夏季水泳）
区報・ホームページ掲載（夏季水泳）
出勤簿（夏季水泳）
指導員・介助員等保険
常～危機管理マニュアル
常～ＡＥＤ借上げ（自然宿泊）
自然宿泊体験教室通知（共通）
自然宿泊体験教室日程調整
調査・回答
引率・留守番看護師希望調査
指導員・介助員希望調査
常～その他大学との連携
常～移動教室から自然宿泊体験教室への変遷
常～災害時対応（放射能関連）
常～自然宿泊体験教室　東邦音楽大学との覚書
常～自然宿泊体験教室　日本体育大学との覚書
常～自然宿泊体験教室学習ガイド作成
常～自然宿泊体験教室事業運営委員会

学校運営課

財務

歳出管理

歳入管理

歳計外・基金管理

部活動支援 部活動支援全般

部活動（特設クラブ）全般

部活動（特設クラブ）報償
費

部活動（特設クラブ）大会
参加旅費
部活動全般

部活動　報償費

部活動大会参加旅費

部活動合同活動支援

部活動合同合宿

修学旅行・学校独自宿泊
事業 学校独自宿泊事業

夏季水泳指導 夏季水泳指導全般

指導員・介助員配置

自然宿泊体験教室共通 自然宿泊体験教室全般
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～自然宿泊体験教室事業運営委員会要綱
常～東日本大震災にともなう自然宿泊体験教室実施検討
事故報告
委託業者業務改善指示等
委託業者事故報告等
指導員・介助員登録用紙・承諾書
自然宿泊体験教室給食食材放射線検査
常～興津自然宿泊体験教室プログラム開発
興津自然宿泊体験教室実施要項
興津自然宿泊体験教室経費支出
体験学習料等決定通知（興津）
委託業者資料(興津)
興津自然学園学校利用の手引
興津自然宿泊体験教室見学施設等資料
現地における医療費等の取扱及び災害共済給付（興津）
指導員・介助員決定通知（興津）
自然宿泊体験教室実地踏査（興津）
興津実施届等（八雲小４年）
興津実施届等（八雲小６年）
興津実施届等（菅刈小４年）
興津実施届等（菅刈小６年）
興津実施届等（下目黒小４年）
興津実施届等（下目黒小６年春）
興津実施届等（下目黒小６年秋）
興津実施届等（碑小４年）
興津実施届等（碑小６年）
興津実施届等（中目黒小４年）
興津実施届等（中目黒小６年）
興津実施届等（油面小４年）
興津実施届等（油面小６年）
興津実施届等（大岡山小４年）
興津実施届等（大岡山小６年）
興津実施届等（烏森小４年）
興津実施届等（烏森小６年）
興津実施届等（向原小４年）
興津実施届等（向原小６年）
興津実施届等（五本木小４年）
興津実施届等（五本木小６年）
興津実施届等（鷹番小４年）
興津実施届等（鷹番小６年）
興津実施届等（田道小４年）
興津実施届等（田道小６年）
興津実施届等（月光原小４年）
興津実施届等（月光原小６年）
興津実施届等（駒場小４年）
興津実施届等（緑ヶ丘小４年）
興津実施届等（緑ヶ丘小６年）
興津実施届等（原町小４年）
興津実施届等（原町小６年）
興津実施届等（不動小４年）
興津実施届等（不動小６年）
興津実施届等（上目黒小４年）
興津実施届等（東根小４年）
関係協力機関への依頼等
興津実施届等（東根小６年）
興津実施届等（中根小４年）
興津実施届等（宮前小４年）
興津実施届等（宮前小６年）
興津実施届等（東山小５年）
委託業者資料(八ヶ岳)
八ヶ岳自然宿泊体験教室アンケート
八ヶ岳自然宿泊体験教室給食様式
自然宿泊体験教室実地踏査（八ヶ岳）
常～八ヶ岳林間学園施設資料
入山許可申請書等
常～小学校八ヶ岳自然宿泊体験教室実施要項
常～中学校八ヶ岳自然宿泊体験教室実施要項
常～八ヶ岳自然宿泊体験教室プログラム開発
体験施設等資料（八ヶ岳）
常　森林体験活動に関する協定書
施設利用調査（学校運営課一括処理分）
指導員・介助員決定通知（小学校八ヶ岳）
八ヶ岳自然宿泊体験教室（５年生）経費支出
体験学習料等決定通知（小学校八ヶ岳）
八ヶ岳実施届等（碑小５年）
八ヶ岳実施届等（特支連合）
八ヶ岳実施届等（油面小５年）
八ヶ岳実施届等（不動小５年）
八ヶ岳実施届等（月光原小５年）
八ヶ岳実施届等（上目黒小５年）
八ヶ岳実施届等（菅刈小５年）
八ヶ岳実施届等（東根小５年）
八ヶ岳実施届等（宮前小５年）
八ヶ岳実施届等（八雲小５年）

学校運営課

自然宿泊体験教室共通 自然宿泊体験教室全般

興津自然宿泊体験教室 興津自然宿泊体験教室

八ヶ岳自然宿泊体験教室 八ヶ岳自然宿泊体験教
室全般

小学校５年生八ヶ岳自然
宿泊体験教室
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
八ヶ岳実施届等（東山小４年）
八ヶ岳実施届等（原町小５年）
八ヶ岳実施届等（向原小５年）
八ヶ岳実施届等（大岡山小５年）
八ヶ岳実施届等（五本木小５年）
八ヶ岳実施届等（駒場小６年）
八ヶ岳実施届等（緑ヶ丘小５年）
八ヶ岳実施届等（中根小５年）
八ヶ岳実施届等（東山小６年）
八ヶ岳実施届等（烏森小５年）
八ヶ岳実施届等（田道小５年）
八ヶ岳実施届等（鷹番小５年）
八ヶ岳実施届等（中目黒小５年）
八ヶ岳実施届等（下目黒小５年）
八ヶ岳実施届等（第八中１年）
八ヶ岳実施届等（第九中１年）
八ヶ岳実施届等（第十一中１年）
八ヶ岳実施届等（第一中１年）
八ヶ岳実施届等（第七中１年）
八ヶ岳実施届等（第十中１年）
常　八ヶ岳自然宿泊体験教室分泊実施について（平成２９年度目黒中央中学
校）
自然宿泊体験教室（中学校）経費支出
体験学習料等決定通知（中学校八ヶ岳）
指導員・介助員決定通知（中学校八ヶ岳）
登山ガイド配置
登山用携帯電話借上げ
八ヶ岳実施届等（目黒中央中１年）
八ヶ岳実施届等（大鳥中１年）
事前勉強会マイクロバス使用申請
介助員決定通知（特支）
特別支援学級連合実施届
常～角田現地資料
常　角田自然宿泊体験教室検討委員会等設置要綱
常　角田自然宿泊体験教室再開検討資料
角田自然宿泊体験教室経費支出
常～気仙沼自然宿泊体験教室実施要項
委託業者資料（気仙沼）
実施（各校実施届）（気仙沼）
常～気仙沼現地資料
自然宿泊体験教室実地踏査（気仙沼）
体験学習料等決定通知（気仙沼）
気仙沼自然宿泊体験教室経費支出
指導員・介助員決定通知（気仙沼）
気仙沼大島自然宿泊体験教室事前学習等講師依頼
実施（各校実施届）（金沢）
委託業者資料（金沢）
常～現地資料・パンフレット等
自然宿泊体験教室実地踏査（金沢）

金沢自然宿泊体験教室 指導員・介助員決定通知（金沢）
金沢自然宿泊体験教室 金沢自然宿泊体験教室経費支出
金沢自然宿泊体験教室 体験学習料等決定通知（金沢）

業務改善提案
公用車ドライブレコーダー
携帯電話
勝浦市広報
樹木・植栽管理（興津自然学園）
施設管理（興津自然学園）
教育財産使用料歳入（興津自然学園）
駐車用地賃貸借契約
総合管理業務委託(興津自然学園)
興津自然学園公共料金
興津自然学園設備の保守点検・各種検査
教育財産使用許可（興津自然学園）
管理人光熱水費歳入（興津自然学園）
歳入調定
八ヶ岳借地料・分担金支出
調査・回答
臨時休園告示
一般利用（八ヶ岳林間学園）
(収納金)収入報告書・日報
還付命令
業務改善
常～八ヶ岳学校寮地区利用者懇談会
ケーブルテレビ（八ヶ岳林間学園）
八ヶ岳公共料金等支出
学園車管理全般
施設管理再委託（八ヶ岳林間学園）

八ヶ岳管理人業務 八ヶ岳管理人光熱水費歳入
八ヶ岳修理・点検報告書
八ヶ岳年間設備保守点検報告書(６ヶ月・１年)
八ヶ岳年間設備保守点検報告書（４月～９月分）
八ヶ岳年間設備保守点検報告書（１０月～３月分）
八ヶ岳年間設備保守（日報）（１０月～３月分）

学校運営課

八ヶ岳自然宿泊体験教室

小学校５年生八ヶ岳自然
宿泊体験教室

中学校八ヶ岳自然宿泊
体験教室

特別支援学級連合自然
宿泊体験教室

特別支援学級連合自然
宿泊体験教室

角田自然宿泊体験教室 角田自然宿泊体験教室

気仙沼自然宿泊体験教室 気仙沼自然宿泊体験教
室全般

気仙沼自然宿泊体験教
室

金沢自然宿泊体験教室 金沢自然宿泊体験教室
全般

興津自然学園運営管理 興津自然学園庶務

運営管理事務

八ヶ岳林間学園運営 八ヶ岳運営全般

八ヶ岳維持管理

八ヶ岳維持点検報告書
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 学校運営課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
検査結果書等
八ヶ岳自家用工作物点検記録
八ヶ岳年間設備保守（日報）（４月～９月分）

学校運営課

八ヶ岳林間学園運営

八ヶ岳維持点検報告書
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